
月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
○現実にはありえないできごとである。跳び越える
対象が物理的に大きくなり，四連では「きょう」「あし
た」と抽象化されていく。それが「ぴょん」の回数に対
応している。

○なぜ「とぶ」のか，「とびこえて」どうするのかなどを
問うより，この荒唐無稽の世界を楽しみたい。
○どのように「とびこえ」たのか，「とびこえ」ている姿
や様子などをイメージしながら，音読を工夫する。

２．「聞き取りクイズ」を行うことを通して，大事なことをわかりや
すく話すという学習内容を理解して，学習の見通しをもつ。

○自分の知っていることなどを「聞き取りクイズ」にし
て行うことによって，大事なことを順序立ててはっき
りと話し，また，きちんと聞き取ることができるように
することを意識づける。

○このスピーチからクイズに発展させることを知ら
せ，学習の進め方が理解できるようにする。｢聞き取
りクイズ｣は，たくさん正解させる話し方が大切であ
ることを理解させたい。

○本文と比べながら，メモの取り方を理解させる。

○｢メモのれい｣から，北原さんの三問め・四問めを
作ることができることを把握させ，自分たちで問題を
作らせるようにする。
＊（三問め例）「かっぱばしで，ぼくがいつも川の流
れを見るのはなぜでしょう。」

６．通学路や自分の好きな場所についての道案内など，紹介し
たいことを決め，大事なことをはっきり伝えるスピーチの準備を
する。

○自分で紹介したい話題を決め，クイズを念頭に大
事なことを落とさないようにスピーチを考えさせる。
話しながら見せる絵地図などの資料も用意させるよ
うにする。

７．自分のスピーチの中からクイズに出す問題を作り，グループ
で｢聞き取りクイズ｣をする。

８．大事なことをまとめ，話し方・聞き方を振り返る。
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1
１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○ ○
○登場人物の様子を想像して読み，物語の続きを
書くという単元の見通しをもたせる。

２．場面ごとに，ゆうた・かずき・女の子の行動や気持ちを読む。

（1）ゆうたとかずきは，どのような子どもか。行動や話したことに
線を引いて，話し合う。

○「日曜日，一人で」のゆうたに焦点を当てている。
「つづき物語」を考えるために，ゆうたの行動や性格
の特徴をとらえる上で，有効な活動となる。この場面
は，この物語の中心となる場面でもあり，想像をふく
らませるような描写が比較的多い。次の（3） へのス
テップとなっている。

○「したこと」は，教科書本文から適宜抽出する。
「思ったこと」は，本文にある場合と，読み手が想像
する場合がある。後者の場合は，前後のゆうたの言
動や状況を根拠として想像をふくらませる。

※「つづき物語」のためのポイント１（ゆうたの性格・
行動の特徴をとらえる）

○「気に入った言葉をぬき出す」ことは，「つづき物
語」を考えるために，人物の動きや物語の特徴的な
表現に目を向けることでもある。
○（2）の場面は，比較的描写が豊かで，想像をふく
らませやすい。そのような言葉を中心に考えさせて
もよい。※「つづき物語」のためのポイント２（人物の動きや
情景描写をとらえる）
○P29の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

○「場面」は「林」の中になるだろう。「ぬき出した言
葉」によって，季節や場所など細かい場面を考え，
ゆうたと女の子が，何を，どのように行動するか，ま
た，そこでどのような会話をするか，具体的に考え
る。「終わり」をどうするかも大事である。

○「会うとしたら」という設定であるが，「会えなかっ
た」という設定も考えられる。その場合は，ゆうたの
行動を描くことになるが，なぜ，女の子が現れなかっ
たのかの理由にもふれたい。

1
（2） できあがった物語を，友達と交換して読み合う。

○
○「よく書けているところ」「おもしろいところ」など，長
所を中心に読み合うようにする。
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○毎日の生活の中で，何かを発見したり，不思議だ
なと思ったことを書く。

○いつ，どこで発見したことか。
○「見出し」をつける。
○《くわしい内容》
　＊はてな　どうしてだろう　ふしぎだな
　＊なるほど　わかった　そうなんだ
　＊思ったこと
○ここで作った発見ノートは，適宜，書き続けていく
ようにしたい。このあとで学習する第三単元「生き物
のとくちょうをくらべて書こう」や，下巻の創作詩の教
材「はっとしたことを詩に書こう」，同じく下巻第七単
元「強く心にのこっていることを」の話題，題材を選
ぶ際に活用できるように設定している。自分の「発見
ノート」を見返す楽しさを味わわせたい。

1
２．東野さんの「発見ノート」を読み，具体的な書き方を理解す
る。 ○ ○

○「いつ」「どこで」「見出し」など，項目ごとに改行し
てわかりやすく書いていることを理解させる。

1
３．身のまわりで発見しことを「発見ノート」に書く。

○
○書くことを探せない児童もいるので，実際に書く前
に，クラス全体で出し合っておくとよい。

1 ４．書いた「発見ノート」を読み合い，話し合う。 ○ ○よい点について伝え合うようにする。

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをもつ。 ○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。
○言葉の意味を知るには，国語辞典を活用するとよ
いことに気づかせ，国語辞典に興味をもたせる。
○教材文にそって国語辞典の引き方を確認させ，理
解をさせる。国語辞典を一人一人の手元に用意さ
せる。○引き方の難しい清音・濁音・半濁音の順番を国語
辞典を引きながら確認するようにする。また，長音・
拗音・促音についても，確認しながら国語辞典を引く
ようにする。

○実際に語句を引く際には，言い切りの形で調べる
ことを確認するようにする。
○児童に，教科書に掲載されているそのままの形
（言い切りの形以外の言葉）を引かせ，どのようにし
たら探すことができるか問いかけてもよい。
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1
１．単元名とリード文を読み，要点に気をつけて読み，大事なこ
とをまとめるという学習の見通しをもつ。 ○

○段落の要点に気をつけながら文章を読み，わ
かったことや大事なことを文章にまとめるという学習
を意識づける。
○1時間めは，P36の歌と第1・2段落を丁寧に扱いた
い。特に歌は，第2段落だけでなく，最終段落とも関
連するため，めだかの印象をしっかりとおさえる。
○第2段落では，写真を活用しながら，めだかが多く
の敵にねらわれていることを確認する。
○第3段落に（1）の学習活動に関連する問いが提示
される。「第一に」「第二に」などの言葉に着目させ，
四つの身の守り方があることをおさえたうえで，一つ
一つの守り方を確かめる。

○P42の例のように一つ一つの身の守り方をノート
にまとめていく。守り方と，その守り方のよさ（利点）
を箇条書きにする。教材の文章をそのまま書いてし
まう児童がいるので，例を示しながらなるべく簡潔に
まとめるよう指導する。

○第8段落では，身の守り方をまとめたうえで次の
話題が提示される。第9・10段落が（2）の学習活動
に該当する。

○

単元名 二　大事なことをまとめよう

5

めだか □段落の要点に気をつけて読み，わかったことや大
事なことをまとめる。

□問題を受けて，めだかが敵から身を守る方法や，
環境に適応して生きる体のことを整理しながら読む
こと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□めだかが敵から身を守る方法や，環境に適応して
生きる体のことをまとめて述べた部分と具体的に述
べた部分に注意して読み，文章を要約すること。
⇒Ｃ(1)エ
■めだかが敵から身を守る方法や，環境に適応して
生きる体のことを述べた文章をもとに，書こうとする
ことの中心を明確にし，目的や必要に応じて理由や
事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｸ)

□記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み
合うこと。　⇒Ｃ(2)ウ
■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】めだかの，敵から身を守る方法や，自然のき
びしさにたえる体の特長を，段落の要点に気をつ
けながらまとめようとしている。
（態度）
◎【読】めだかの，敵から身を守る方法や，自然の
きびしさにたえる体の特長について，段落の中心と
なる語や文を見つけ，要点をおさえながら読んでい
る。
（ノート：要点を書く）
【書】文章の大事なところや，文章からわかったこと
を加えながら，文章を読んで思ったことや考えたこ
とをまとめている。
（ノート：分かった事のまとめ）
【言】「第一に」「第二」「一方」などの語や，「ので」な
どの接続助詞が，文や段落のつながりに果たす役
割について気づいている。
（ノート：分かった事のまとめ）

2

２．めだかの，敵から身を守る方法や，自然のきびしさにたえる
体の特長をまとめる。
（1）めだかの，敵から身を守る方法を文章中の言葉や文を使っ
て箇条書きにする。

○

○ ○

4

（2）自然の厳しさにたえるための，めだかの体の特長を他の魚
と比べながら箇条書きにする。

２．教材文を読み，国語辞典の引き方を知る。

1

３．P35の下段の語句などを国語辞典で調べて，発表し合う。

【関】国語辞典に興味をもち，自分で言葉の意味を
調べようとしている。
（態度）

◎【言】国語辞典の引き方を理解し，わからない言
葉や使いたい漢字を調べている。
（ノート：意味調べ）

○

○

【関】「発見ノート」に興味をもち，書こうとしている。

◎【書】関心のあることなどから書くことを決め，相
手や目的に応じて，書くうえで必要な事柄を調べて
「発見ノート」に書いている。
（ノート：調べた事柄）

【言】言葉には，考えたことや思ったことを表すはた
らきがあることに気づいている。
（報告文又は新聞）

☆理科：観察ノートへの応用を図る
ことができる。

○

5

1

国語辞典の引き方 △国語辞典の引き方を理解し，辞典を活用する。

△表現したり理解したりするために必要な文字や語
句について，辞書を利用して調べる方法を理解し，
調べる習慣を付けること。
　⇒◎伝国(1)イ(ｶ) ○

○

単元名 発見ノートを作ろう

4

1

「発見ノート」を作ろ
う

■毎日の生活の中での発見や不思議に思ったこと
などを「発見ノート」に書く。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
◎Ｂ(1)ア
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

■疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書い
たり，学級新聞などに表したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

１．P30を読んで「発見ノート」に書く内容を理解し，学習の見通
しをもつ。

○

2

３．もし，この次にゆうたが女の子に会うとしたら，どのような場
面で，どのようなできごとがおこると思うか。物語の続きを想像し
て書く。
（1）　２．の（3）でぬき出した言葉をもとに考える。

○

○

4

白い花びら □登場人物の行動や気持ちを思い浮かべながら読
み，物語の続きを想像して書く。

□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□目的や必要に応じて，文章の要点や細かい点に
注意しながら読み，文章などを引用したり要約したり
すること。　⇒Ｃ(1)エ
□文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人
の感じ方について違いのあることに気づくこと。　⇒
Ｃ(1)オ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを発表し合い，書き手の考えの明確さ
などについて意見を述べ合うこと。
　⇒Ｂ(1)カ
△句読点を適切に打ち，また，段落の始め，会話の
部分などの必要な箇所は行を改めて書くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｴ)
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△修飾と被修飾との関係など，文の構成について初
歩的な理解をもつこと。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■想像したことなどを基に，物語を書いたりするこ
と。　⇒Ｂ(2)ア

【関】登場人物の行動や気持ちを思い浮かべなが
ら読み，物語の続きを想像して書こうとしている。

◎【読】登場人物の行動や気持ちを思い浮かべな
がら，表現の工夫に気をつけて読んでいる。
（音読）

【書】登場人物の行動や気持ちを思い浮かべなが
ら，気に入った言葉をもとに，物語の続きを想像し
て書いている。
（作品：お話の続き）

【言】呼応の副詞について知り，短文を作っている。
（ノート：短文）

☆道徳：物語の読みをとおして，友
達と互いに理解し，信頼し，助け合
うことについての考え方を深める。

1 ○

○教科書のフキダシ以外にも，同じ物事について二
人が異なった対応をした場面を取り上げるようにす
る。

3

（2）日曜日，一人で「ひみつきち」に行った時のゆうたのしたこと
を表にまとめ，発表する。

○

1

（3） （2）でまとめたことをもとに，文章の中から気に入った言葉
をぬき出して，話し合う。

1 ○ ○ ○グループで｢聞き取りクイズ｣をしたあとは，朝の会
などで，継続的に楽しみながらメモや聞き取りに慣
れさせるようにする。

単元名 一　物語のつづきをそうぞうしよう

【関】クイズの目的を知り，楽しんで話したり聞いた
りしようとしている。

◎【話聞】大事なことが伝わるように，理由などをあ
げながら筋道を立ててわかりやすくスピーチをして
いる。
（スピーチ）

◎【【話聞】メモを取りながら，大事なことを落とさな
いように聞いている。
（メモ）

【言】言葉の組み立てを考えて，話し方に気をつけ
ながら伝えている。
（スピーチの態度）

３．地図と照応させながら，P9の北原さんのスピーチを読む。 ○スピーチを読んだあと，絵地図と照応させながら
もう一度聞くことで，話の内容がわかりやすいことに
気づかせる。

４．P10・11を読んで学習のあらましをつかみ，
｢聞き取りクイズ｣をする意欲をもつ。

○ ○
５．北原さんのスピーチとメモを比べながら読んでメモの取り方
を確かめたり，北原さんの代わりにほかのクイズ問題を作ったり
して答えを確かめ合う。

＊（四問め例）「ぶんぼうぐ屋さんは，橋をわたって
どちらに行くとありますか。」

○

【関】イメージを大切にしながら，音読を工夫しよう
としている。

◎【読】人物の姿や様子がよくわかるように音読し
ている。

【言】理解するための言葉を増やしている。
（音読）

国語科指導計画・評価計画（第３学年）

◇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 言葉と出会おう

4

1

かえるのぴょん □◇声に出して読んだり，わかりやすく話したりする
ことや，内容を聞き取ったりすることを楽しみ，国語
学習への意欲をもつ。

□姿や様子をイメージしながら，工夫して音読する。

□内容の中心や場面の様子がよく分かるように音
読すること。　⇒◎Ｃ(1)ア
□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒Ｃ(1)ウ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

□詩を読み，感想を述べ合うこと。

１．各連，ぞれぞれどのように跳び越えたかを考えながら，「ぴょ
ん」の読み方を工夫して，音読する。

○

1

「聞き取りクイズ」を
しよう

◇自分が話したことを問題に出す｢聞き取りクイズ｣
を通して，大事なことをわかりやすく話したり，聞き
取ったりする。

◇関心のあることなどから話題を決め，必要な事柄
について調べ，要点をメモすること。
　⇒Ａ(1)ア
◇目的に応じて，理由や事例などを挙げて筋道立て
て話すこと。　⇒◎Ａ(1)イ
◇相手を見たり，言葉の抑揚や強弱，間の取り方な
どに注意したりして話すこと。
　⇒Ａ(1)ウ
◇話の中心に気を付けて聞き，質問をしたり感想を
述べたりすること。　⇒◎Ａ(1)エ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇図表や絵，写真などから読み取ったことを基に話
したり，聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)ウ

○

1



○4時間めは，第9段落の「水が少なくても生きられ
る」「水温が上がってもたえられる」という特長を他の
魚と比べながらまとめる。

○5時間めは，第10段落の「真水と海水がまざるとこ
ろでも生きられる」という特長を他の魚と比べながら
まとめる。

○（1）・（2）の学習活動はどちらも，まず児童一人一
人が本文に線を引くなどして，該当する箇所を見つ
けたうえで，グループや全体で交流し，ノートにまと
めさせる。

○「ここが大事」をもとに，要点という用語をおさえ
る。
○「めだかについて知っていたこと→文章を読んで
知った」「めだかの身の守り方や体の特長（他の魚
より優れているところ）→思ったことや考えたこと」と
いう筋道を提示してもよい。

○２．の学習活動で文章の大事なことや文章からわ
かったことをおさえているので，学んだことを生か
し，できるだけ詳しく書かせたい。

1

（2）書いた文章を友達と読み合い，正しく書き直す。

○

○読み合う際には，文章の大事なことや文章からわ
かったことが正しく書かれているか，それに対して
思ったことや考えたことがわかりやすく書かれている
か，などの視点をもたせる。

1

１．本の仕組みなどを知り，目的に応じた本を探して「読書カー
ド」に記録するという学習の見通しをもつ。 ○ ○

○本の使い方を覚え，目的に応じていろいろな本を
探して調べたり，そのための資料（カード）を作って，
活用していくよう意識づける。

２．学校の図書館に行き，いろいろな本を見て，本の仕組みや
つくりを知り，それを手がかりにして知りたいことがのっている本
を探して読む。

○教科書や，図書館に置いてある図鑑などをもと
に，目次や索引の使い方をおさえる。

○奥付は，児童にとってあまりなじみがないが，発
行日や発行所などの情報は，今後役立つことがあ
ることを知らせる。３．の活動で「読書カード」にも記
録させるので丁寧に扱いたい。

○「第〇刷」という言葉は理解できないだろう。教科
書では「第31刷」となっている。発行日と合わせて，
長く読み続けられている本であることにふれるのも
よい。○児童が手にとる本に，前書きや後書きが記されて
いるとは限らない。教師が目的に合った本を探して
おくようにする。
○知りたいことを児童一人一人に考えさせたいが，
それに適した本が図書館に所蔵されているかどうか
を確かめる。図書館の状況に応じて知りたいことを
いくつかに限定する方法も考えられる。

○図書館司書の協力を得ながら，目次や索引など
の手がかりを使って調べることができる課題や，そ
れに適した本を事前に把握しておきたい。

○P49の「読書カード」をもとに，本の題名・著者・発
行年月日・出版社・所蔵場所などの基礎情報と，わ
かったことや思ったこと，感想などを書くようにする。

○P49の「読書カード」には，「知りたいこと」という欄
がない。何を知るためにどのような本を読んだのか
という観点から，「知りたいこと」→「わかったこと」と
いう関係を大事にしたい。

○児童の実態に合わせ，「読書カード」の体裁や大
きさ，記入項目を工夫してもよい。

○「読書カード」を友達と読み合う。わかったことや
感想をもとに興味をもった本を選び，置いてある場
所から探す経験をさせたい。
○読書カードは教室や図書館に掲示したり，ファイリ
ングしたりし，常に活用することを意識づけるように
する。○P49に載っている本のつくりを知る時間を設け，そ
の後，折にふれ，その用語を使うようにする。

14

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
○生き物の特徴の例
大きさ，色，口，羽，幼虫，さなぎ，餌

○生き物の特徴は一つではないから，いろいろな特
徴に気づかせたい。
○４月に学習した「発見ノート」を参考にさせてもよ
い。なお「発見ノート」は，このあと下巻の創作詩の
教材「はっとしたことを詩に書こう」や，同じく下巻第
七単元「強く心にのこっていることを」の話題，題材
選びでも活用することができる。少しずつでも書か
せていくようにしたい。

２．図書館の本などで調べたい生き物の特徴を調べる。また，
比べてみたい生き物をいくつか選び，同じように特徴を調べる。

○一つ一つの生き物ごとに，調べたことをメモする。

○メモには，日付と生き物の名前を書いてから，調
べた特徴を書き，最後に調べた本を書かせる。

3
３．必要なメモを選び，組み立てメモを作る。

○
○組み立てメモには，「調べたきっかけ」「調べたこ
と」「まとめ」「調べた本」のような項目を立てて書く。

1
４．組み立てメモを見直し，グループの友達に読んでもらって修
正する。 ○

○内容として足りないと思う点や不必要な点などを
伝え合って，修正させる。

1
５．教科書の「直した組み立てメモをもとに書いた文章」を読み，
説明文の書き方を調べる。 ○ ○

○P55の下段の「よこ書きの文の書き方」を説明文と
比べながら確認する。

2
６．直した組み立てメモをもとにして説明文を書く。

○ ○
○横書きのきまりに慣れない児童が多いので，机間
指導において手当てする。

1

７．書いた説明文を友達と読み合い，感想を伝え合う。

○

○よく書けている点について感想を伝えるとよい。比
べている内容のわかりやすさや，記述の工夫などに
着目させる。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○漢字の使い方や漢字ノートの使い方などを理解さ
せて，今後の学習に生かしていくよう意識づける。
○「動」を例にノートをまとめる手順を丁寧に確認す
る。

○音訓ともに，声に出して読み方を確認させる。
○意味は，主要なものにしぼる。
○筆順を含め，正しく書くことができるようにする。
○言葉集めでは，積極的に発表できるようにする。
○国語辞典を使って調べることも考えられる。
○発表，話し合いの場面を十分にとる。
○「集」について同様に，ノートにまとめてみる。

○国語ノートとは別に，漢字学習用として専用の
ノートを準備するとよい。

４．新出漢字について学習ノートを作り，発表し合う。 ○漢字の日常学習として継続できるようにはたらき
かける。

５．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

６．傍線の言葉に注意して，例文を声に出して読む。 ○例文を声に出して読むとともに，敬体の文に置き
換えて読み，違いを比べる。

７．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢字の練習をする。
８．漢字や文章のまちがいを正しながら書く。 ○漢字学習ノートの文作りでは，文章のまちがいを

正したり，よりよい表現に書き直したりするよう促
す。９．新出漢字を漢字学習ノートにまとめる。 ○作った文を発表し合うようにする。

10．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。
○絵の中にある二年生の時に学んだ漢字の読み方
を再確認させる。

○絵に描かれたことと，言葉からわかる春の様子を
できるだけたくさん発表できるようにする。

○「木の下で，おべんとうを食べている人がいま
す。」の続きの文の例。

「それから，マイクを持って歌っている男の子もい
ます。」

　「また，遠くには，汽車が走っています。」

○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。

○続きの文を書くために，「また」「それから」「でも」
などの接続語を提示してもよい。
○敬体と常体が混在している場合は，読み直して，
どちらかに統一するようはたらきかける。

14．書いた文を見直し，適切な表現に替えたり，まちがいを正し
たりし，発表する。

○書きまちがいなどを正させ，書いた文を発表させ
る。

15

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

6 1 ４・５月に学習した漢字のまとめ 漢字50問テスト ○ 【言】８０点以上

1

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
１．単元とびらやP60を読んで，学習のめあてをつかむ。 ○俳句の特徴をつかみ，俳句を読み，リズムを感じ

たり，情景をイメージしたりすることをおさえる。

２．俳句の特徴を知る。 ○P60の子どもの俳句をもとに，音数，季語，季節な
どを確かめる。

単元名 四　日本語のひびきにふれよう

6

1

俳句に親しむ △俳句を声に出して読み，言葉のリズムにふれる。

△易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思
い浮かべたり，リズムを感じ取りながら音読や暗唱
をしたりすること。
　⇒◎伝国(1)ア(ｱ)

○ ○

【関】気に入った句について，季節や情景，こめら
れた思いなどを想像しながら読もうとしている。
（態度）

◎【言】七音五音のリズムや文語の響きに興味をも
ち，音読を楽しんでいる。
（音読，暗唱）

☆道徳：４(6)我が国の伝統と文化
に親しむ。

☆図書館活用：俳句への関心を広
げる。

【関】絵の中の言葉を使って，文を書こうとしてい
る。
（態度）
◎【言】絵の中の漢字を正しく使い，文を書いてい
る。
（ノート）
【書】書いた文を見直し，適切な表現に書き直した
り，まちがいを正したりしている。
（ノート）

11．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。

12．「木の下で，おべんとうを食べている人がいます。」の続きの
文を考え発表する。

13．絵の中の言葉を使って，絵に描かれている様子や物，人間
がしていることなどを説明する文を書く。

単元名 ４・５月の漢字のまとめ

【関】傍線の言葉を使って，文を書こうとしている。
（態度）

◎【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】漢字や文章のまちがいを正したり，よりよい表
現に書き直したりしながら文を書いている。
（ノート）

1

二年生で学んだ漢
字①

△絵を見て想像したことをもとに，二年生までに配
当されている漢字を使って文を書く。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒Ｂ(1)エ
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ

○ ○ ○

6

1

1

三年生で学ぶ漢字
①

△提示の漢字を正しく読んだり，書いたりし，文章の
まちがいを正したり，よりよい表現に書き直したりす
る。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ

○ ○ ○

漢字の広場1
漢字学習ノート

△既習漢字を使って漢字学習ノートを作る。

△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)

1

２．P56を参考にして，既習漢字の中の一字について，読み方・
意味・使い方などを調べ，短文を考えて，漢字学習ノートに書
き，まとめる。

３．漢字学習ノートに書いた使い方と短文をそれぞれ発表し合
う。

○

○

【関】生き物の特徴について書くことに，興味をもっ
てのぞもうとしている。
（態度）

◎【書】生き物の特徴を明確にし，目的や必要に応
じて理由や根拠をあげて書いている。
（組み立てメモ，作文）

◎【書】比べた内容や書き方のよさなどについて意
見を述べ合っている。
（態度）
【言】指示語や接続語が文と文との意味のつながり
に果たす役割を理解している。
（作文）

☆理科：観察記録文の書き方に活
用することができる。

○

○

【関】すすんで漢字学習ノートをまとめ，意欲的に
友達と話し合ったり，発表し合ったりしようとしてい
る。
（態度）
◎【言】漢字学習ノートの作り方を理解している。
（漢字学習ノート）

○ ○

5

1

生き物のとくちょうを
くらべて書こう

■図や資料を使って，生き物の特徴を比べて書く。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
Ｂ(1)ア
■文章全体における段落の役割を理解し，自分の
考えが明確になるように，段落相互の関係などに注
意して文章を構成すること。
　⇒Ｂ(1)イ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒◎Ｂ(1)ウ
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ
■書いたものを発表し合い，書き手の考えの明確さ
などについて意見を述べ合うこと。
　⇒◎Ｂ(1)カ
△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｸ)

■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

１．「がくしゅうのすすめ方」を読んで見通しをもち，調べたい生
き物を決め，学習計画を立てる。

○

2

6

○

○

○（2）「読書カード」を友達と読み合い，興味をもった本を探して読
む。

単元名 三　理由やれいをあげて説明しよう

（1）目次や索引，奥付，前書き・後書きなど，本の仕組みを知
る。

（2）知りたいことを考え，目次や索引などの手がかりをもとに本
を探して読む。

2

３．本を読んでわかったことや，置いてある場所や書いた人など
の情報を「読書カード」に記録し，友達と読み合う。
（1）本を読んでわかったことや感想，置いてある場所や書いた
人，発行日などの情報を「読書カード」に記録する。

図書館へ行こう
本で調べよう

□本の仕組みやつくりを知り，それをもとに知りたい
ことに応じた本を探して読み，必要な事柄を「読書
カード」に記録する。

□生き物の生態について調べるために，本の目次
や奥付，後書きや索引などを利用して必要な本を選
ぶこと。　⇒◎Ｃ(1)カ
△表現したり理解したりするために必要な文字や語
句について，辞書を利用して調べる方法を理解し，
調べる習慣を付けること。
　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□物語や詩を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
□記録や報告の文章，図鑑や事典などを読んで利
用すること。　⇒Ｃ(2)イ
□必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した
他の本や文章を読むこと。
　⇒Ｃ(2)オ

【関】本の仕組みやつくりに関心をもち，知りたいこ
とに応じた本を探そうとしている。
（態度）

◎【読】知りたいことに応じて，本を選んで読んでい
る。
（読書カード）
【言】目次や索引などを利用して知りたいことを見
つける方法を理解している。
（態度：目次・索引を使って本を検索しているか）

1

5

めだか □段落の要点に気をつけて読み，わかったことや大
事なことをまとめる。

□問題を受けて，めだかが敵から身を守る方法や，
環境に適応して生きる体のことを整理しながら読む
こと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□めだかが敵から身を守る方法や，環境に適応して
生きる体のことをまとめて述べた部分と具体的に述
べた部分に注意して読み，文章を要約すること。
⇒Ｃ(1)エ
■めだかが敵から身を守る方法や，環境に適応して
生きる体のことを述べた文章をもとに，書こうとする
ことの中心を明確にし，目的や必要に応じて理由や
事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｸ)

□記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み
合うこと。　⇒Ｃ(2)ウ
■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】めだかの，敵から身を守る方法や，自然のき
びしさにたえる体の特長を，段落の要点に気をつ
けながらまとめようとしている。
（態度）
◎【読】めだかの，敵から身を守る方法や，自然の
きびしさにたえる体の特長について，段落の中心と
なる語や文を見つけ，要点をおさえながら読んでい
る。
（ノート：要点を書く）
【書】文章の大事なところや，文章からわかったこと
を加えながら，文章を読んで思ったことや考えたこ
とをまとめている。
（ノート：分かった事のまとめ）
【言】「第一に」「第二」「一方」などの語や，「ので」な
どの接続助詞が，文や段落のつながりに果たす役
割について気づいている。
（ノート：分かった事のまとめ）

○

2

３．『めだか』を読み，わかったことや大事なことを文章にまとめ
る。
（1）P44の項目をもとにわかったことや大事なことを文章に書く。

○

4

（2）自然の厳しさにたえるための，めだかの体の特長を他の魚
と比べながら箇条書きにする。



○写真などを手がかりにしながら，どんな情景なの
かを頭の中に思いうかべさせる。

○リズムや響きを感じ取ることを大事にしたい。
○音読しての感想を，自由に言わせてもよい。
○リズムを意識しながら，何度も声に出して読んで
覚えさせる。
○暗唱を家庭学習としてもよい。

１．教科書に例示した俳句の中にある「季語」を指摘し，声に出
して読む。

○季語を確認させ，「歳時記」について知らせる。

○「歳時記」などから，季節を表す言葉を集めさせ
る。教科書の下巻では，「秋」「冬」「新年」を扱うこと
を知らせておくとよい。
○それぞれの「きせつの言葉ノート」などに集成して
おいて，自分の「歳時記」を作ることに発展させるこ
とも考えられる。

5

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
○中心点をはっきりさせたり，理由を添えたりして筋
道を立てて紹介することや，友達の意見や感想をも
とにして，よりよい発表にしていく学習のねらいをつ
かませ，学習の流れを意識づける。

○単なる内容の紹介ではなく，内容や話し方につい
て，友達とアドバイスし合ったよりよく伝えるための
学習であることを理解させる。

２．全文を読んで，木村さんの発表が変わったことに気づき，学
習の見通しをもって｢学習の進め方｣をもとに学習計画を立て
る。

○教科書にある木村さんたちの活動の流れをス
ピーチやメモで確かめながら学習を進めるようにす
る。

1
３．P68の□１と□２を読み，木村さんが最初に考えたスピーチ
を読んで伝えたいことは何だったのか話し合い，スピーチメモと
比べる。

○

1

４．自分の紹介する宝物を決め，発表メモを作り，スピーチの練
習をする。 ○

○自分が紹介する宝物を考えさせ，いちばん伝えた
いことやその説明の仕方，理由をメモではっきりさせ
るようにする。

1

５．グループで発表する前に，P70の□３を読み，木村さんの作
り直したメモとスピーチを読み，友達にもらった意見や感想と照
応しながら，改善された点について話し合う。 ○ ○

○□３の木村さんのスピーチでよくなったところをメ
モと照応させて見つけ合い，さし絵の友達の意見や
感想とつながっていることを確かめる。「聞き合い」
はスピーチをよくするために互いに助言し合うという
めあてをもたせる。

1

６．話の中心や理由が伝わるように声の抑揚や強弱などに注意
し，自分の宝物について紹介したり意見や感想を述べ合ったり
してスピーチメモを修正する。

○

○グループでスピーチをしたり意見・感想を述べ
合ったりして，最初のメモを直し，中心や理由がさら
にはっきりするよう見直しをさせる。

７．□４を読み，クラスで発表し，聞き合う。

８．大事なことをまとめ，学習を振り返る。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○漢字の読み方や筆順などを理解させて，今後の
学習に生かしていくよう意識づける。

２．漢字の音と訓の読み方を知り，その違いについて考え，注
意して読む。

○漢字には「いろいろな読み方」があるというこれま
で蓄えてきた知識を，「音」「訓」をもとに再整理し，
漢字についての興味・関心が増すように取り組む。

6
３．P74の上段の設問を読み，音と訓の読み方を確かめる。 ○「読み方の由来」「読み仮名の示し方」「意味のわ

かりやすさ」の観点から両者を比較する。

４．P148の『漢字を学ぼう』の表を使って，これまでに学んだ漢
字の音と訓を確かめる。

○学習の展開にあたっては，巻末の『漢字を学ぼ
う』や国語辞典などを活用して調べる活動を取り入
れ，児童自らが，音・訓のある漢字や，音か訓だけ
を用いる漢字の例などを発表できるようにする。

7

○漢字は，どのような単語の中で使われるか，どう
いう送り仮名がつくかでそれぞれの読み方が決まっ
てくる。多くの語句や文にふれることを通して，音訓
に気をつけて読むことができるようにする。

○語感の違いを話し合ったり，国語辞典を利用して
調べた意味の違いを発表し合ったりする。

７．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。
○絵の中にある二年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。
○絵に描かれたことと，言葉からわかる夏休みの様
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。

９．「夜，公園でほたるを見たことを，日記に書いた。」につなが
る文を考え発表する。

○「夜，公園でほたるを見たことを，日記に書い
た。」につながる文の例。

11．絵の中の言葉を三つ以上使って，二文以上が続く文章を書
き，発表し合う。

○続きの文を書くために，「そうして」「そうすると」
「けれども」「なぜかというと」などの接続の語を提示
してもよい。

12．作った文が常体であれば敬体に，敬体であれば常体にそれ
ぞれ書き換えてみる。

○敬体と常体が混在している場合は，読み直して，
どちらかに統一するようはたらきかける。

10

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
１．「言葉」と「話し方・聞き方」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。

○話したり，聞いたりするときの気持ちや態度にど
のように気をつければよいかなどの話し合いをとお
して，言葉について理解するという学習の見通しを
もたせる。

２．いろいろな気持ちを込めて「ケロケロ」と言い合い，言葉に込
められた意味（気持ち）を考える。

○言葉（音声）には気持ちを込めることができるし，
話すときの表情や身ぶり・態度にも気持ちが込めら
れることを理解させる。

○どのように話せば，相手の気分を損なうことなく伝
えられるかということについて考えさせる。

○話すときの声の調子（大きさ・速さなど）や表情・視
線について体感させるとよい。

○聞き手の立場になって，聞き方によって話しやす
さがどのように変わるのかを確かめさせる。
○聞き手が聞き取りやすくなるような話し方について
話し合う。

５．気持ちの伝え方や聞き方，言葉以外の表情・態度などにつ
いて考える。

○自分の気持ちを正しく，わかりやすく伝えるために
はどのようにしたらよいかを考えさせる。

６．言葉に込められる気持ちについて考える。 ○言葉の性質やおもしろさ，人と話す時の話し方
（気持ちの込め方など）について，常に意識できるよ
うにはたらきかける。

4

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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 漢字のまとめ 1学期に学習した漢字のまとめ 漢字５０問テスト ○ 【言】８０点以上

1

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

○一人一人の，物語に対する興味・関心を大事にし
ながら，教科書に傍線を引かせる。傍線の横に理由
を簡単にメモさせると，話し合いに参加しやすい。

※「物語の想像」のためのポイント1。創作する際の
表現方法の参考になる。

○のらねこの言動には，独特のものがある。それ
は，これまでの生活体験と，そこで培われた性格の
表れでもある。

○「ここが大事」に，「のらねこやリョウのせいかくも，
それぞれが言った言葉や様子に気をつけて読むこ
とでわかってきます。」とある。のらねこの特徴的な
言葉や行動をもとに性格を考え，話し合う。「○○な
性格」などと，一つに括る必要はない。話し合いをと
おして，のらねこのさまざまな特徴的な姿が考えら
れればよい。
※「物語の想像」のためのポイント2。のらねこの言
葉づかいや行動・態度などに着目させる。

○「二人を無視している」のか，「かいねこをうらやま
しく思っている」のか，「かいねこをだらしなく思って
いる」のかなど，（2）で話し合った性格と関わらせな
がら，のらねこの気持ちや様子を考える。

※「物語の想像」のためのポイント3。

○400字詰めの原稿用紙２～３枚程度にまとめるよ
う，全体の組み立てを考える。

○「始まり」は二人の出会いであり，「終わり」は二人
の別れとなるだろう。また，出会う場所をどこに設定
するかも大事である。
○二人の性格を考えながら，どのようなやりとりを設
定するか，特徴的なのらねこの性格を，言葉づかい
や行動をとおしてどのように表現するか，自分なり
の想像をふくらませて書くようにする。その際，２．の
（2）でノートに整理したことを再確認する。

○友達と読み合い（あるいは，教室の壁面に掲示
し），おもしろいところを表し合う。
○P97の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

1
１．教材の学習の進め方を理解して見通しをもち，手紙を書くこ
とに興味をもつ。 ○ ○

○二年生の時の学習『手紙を 書いて つたえよう』
を想起させ，その学習との違いを明確にする。

7

いろいろな手紙を書
こう

■手紙の書き方を知り，目的に合わせた手紙を書
く。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
Ｂ(1)ア
■文章全体における段落の役割を理解し，自分の
考えが明確になるように，段落相互の関係などに注
意して文章を構成すること。
　⇒Ｂ(1)イ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒◎Ｂ(1)ウ
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒◎Ｂ(1)エ
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

■目的に合わせて依頼状，案内状，礼状などの手
紙を書くこと。　⇒Ｂ(2)エ

【関】手紙を書くことに興味をもってのぞもうとしてい
る。
（態度）

◎【書】書こうとすることの中心を明確にし，目的や
必要に応じて理由や事例をあげて，依頼の手紙や
お礼の手紙を書いている。
（手紙）
◎【書】相手の立場や気持ちを考えて，丁寧な言葉
で手紙を書いている。
（手紙）
【言】言葉には，考えたことや思ったことを表すはた
らきがあることに気づいている。
（手紙）

○お年寄りとのお手紙
　 交流
○手紙作文コンクール

☆社会科・総合的な学習の時間：
依頼状やお礼状を書く際に活用で
きる。

2

（2）のらねこの言葉や行動と，それらから気がついたことをノー
トに整理し，のらねこの性格について話し合う。

【関】登場人物の言葉づかいや行動などをとおして
性格を考え，それをもとに物語を想像しようとして
いる。
（態度）

◎【読】登場人物の言葉づかいや行動をとおして，
その性格を考えながら読んでいる。
（ノート，発表）

◎【読】登場人物の性格や気持ちの変化について
考え，話し合っている。
（ノート，発表）

【書】登場人物の性格がはっきりわかるように気を
つけて，物語を想像して書いている。
（ノート）

【言】意味を添える文末表現などに注意しながら，
物語を読んでいる。
（ノート，発表）

○登場人物の性格をとらえて読み，想像して物語を
書くという単元の見通しをもたせる。

○

3

３．ある日，のらねことリョウのかいねこが出会った後，どのよう
なことが起こったか，それぞれの性格を生かした物語を，想像し
て書く。

○

○

単元名 1学期の漢字のまとめ

単元名 七　物語をそうぞうして書こう

7

1

のらねこ □会話や行動に表れた登場人物の性格を考え，そ
れをもとにしながら物語を想像して書く。

□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人
の感じ方について違いのあることに気づくこと。　⇒
◎Ｃ(1)オ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを発表し合い，書き手の考えの明確さ
などについて意見を述べ合うこと。
　⇒Ｂ(1)カ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)
△句読点を適切に打ち，また，段落の始め，会話の
部分などの必要な箇所は行を改めて書くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｴ)
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■想像したことを基に物語を書いたりすること。　⇒
Ｂ(2)ア

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

○

1

（3）のらねこは，リョウとかいねこの姿を，屋根の上からどのよう
な気持ちや様子で見ているか，話し合う。

☆道徳：物語の読みをとおして，相
手のことを思いやったり，互いに理
解し信頼し合ったりすることについ
て考える。

1

２．物語を読んで，のらねこの性格について考える。
（1）心に残ったことについて，話し合う。

○

○

○

1

４．聞き方を変えることで，相手の話しやすさがどう変わるかに
ついて考える。

○ ○

【関】絵の中の言葉を使って，文を書こうとしてい
る。
（態度）
◎【言】絵の中の漢字を正しく使い，文を書いてい
る。
（ノート）
【書】書こうとすることの中心を明確にし，文と文の
続き方に注意しながら文を書いている。
（ノート）

８．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。

10．絵の中の言葉を使って，絵に描かれている様子を説明する
二文以上が続く文を書く。

「けれども，朝，海の近くで体そうをしたことは書けな
かった。」

1 ○

単元名 六　言葉の使い方を考えよう

7

1

気持ちをつたえる話
し方・聞き方

△言葉にはいろいろな意味がこめられることを知り，
気持ちが伝わる話し方・聞き方について考える。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｱ)
◇相手を見たり，言葉の抑揚や強弱，間の取り方な
どに注意したりして話すこと。
　⇒Ａ(1)ウ

◇図表や絵，写真などから読み取ったことを基に話
したり，聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)ウ

○ ○

【関】話したり，聞いたりするときの表情や態度につ
いて考えようとしている。
（態度）

◎【言】言葉には，その語の意味だけでなく，伝え
る側の気持ちを表現するはたらきがあることに気
づいている。
（発表）

【話聞】気持ちを正しく伝えるための表情や話し
方，相手が話しやすい聞き方について考えている。
（音読，話し合い）

1

３．気持ちの伝え方（伝わり方）を確かめ，どのようにすれば相
手の気持ちを傷つけずに自分の意思を伝えられるのかを知る。

○

1

7

1

二年生で学んだ漢
字②

△絵を見て想像したことをもとに，二年生までに配
当されている漢字を使って文を書く。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒Ｂ(1)エ

○ ○ ○

○

○

【関】漢字の音と訓に興味をもち，意欲的に読んだ
り書いたりしようとしている。（態度）

◎【言】同音・同訓の漢字を，ほぼ適切に使い分け
ている。
（ノート）

1

５．同形異語の音と訓のそれぞれの読み方を確かめる。
６．同音語や異字同訓を集めて，紹介し合う。

1

漢字の広場2
漢字の音と訓

△漢字の音と訓について理解する。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)

○

○

【関】易しい文語調の俳句を楽しもうとしている。
（音読）

◎【言】辞書などの書物から調べる方法を理解し，
季節を表す言葉を集めている。
ノート）

【書】自分のノートに，「歳時記」などから季節に関
する言葉を書き出している。
（ノート）

２．「歳時記」などから，春や夏に関する言葉を集めてノートに書
く。

単元名 五　すじみちを立てて発表しよう

6

1

たからものをしょう
かいしよう

◇中心点をはっきりさせたり，理由を添えたりして自
分の宝物を紹介し，友達の意見や感想をもとにより
よい発表にする。

◇関心のあることなどから話題を決め，必要な事柄
について調べ，要点をメモすること。
　⇒Ａ(1)ア
◇目的に応じて，理由を挙げて筋道立てて話す。
⇒◎Ａ(1)イ
◇相手を見たり，言葉の抑揚や強弱，間の取り方な
どに注意したりして話すこと。
　⇒◎Ａ(1)ウ
◇話の中心に気を付けて聞き，質問をしたり感想を
述べたりすること。　⇒Ａ(1)エ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇出来事の説明や調査の報告をしたり，それらを聞
いて意見を述べたりすること。
　⇒Ａ(2)ア
◇図表や絵，写真などから読み取ったことを基に話
したり，聞いたりすること。
　⇒Ａ(2)ウ

１．単元名やリード文を読み，学習の見通しをもつ。

1 ○
○直したメモをもとに全員の前で発表する。

○ ○

【関】スピーチメモを作って，宝物を紹介しようとして
いる。（態度）

◎【話聞】スピーチメモをもとに，理由をあげて筋道
を立ててわかりやすくスピーチをしている。
（スピーチ）

◎【話聞】聞き手を見たり，声の強弱や調子，間の
取り方に注意して話している。
（スピーチ）

【言】言葉の組み立てを考えて，話し方に気をつけ
ながら伝えている。
（スピーチメモ）

○ ○ ○

1
４．気に入った俳句を覚えて暗唱し，発表し合う。

6

俳句に親しむ △俳句を声に出して読み，言葉のリズムにふれる。

△易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思
い浮かべたり，リズムを感じ取りながら音読や暗唱
をしたりすること。
　⇒◎伝国(1)ア(ｱ)

【関】気に入った句について，季節や情景，こめら
れた思いなどを想像しながら読もうとしている。
（態度）

◎【言】七音五音のリズムや文語の響きに興味をも
ち，音読を楽しんでいる。
（音読，暗唱）

☆道徳：４(6)我が国の伝統と文化
に親しむ。

☆図書館活用：俳句への関心を広
げる。

2

３．それぞれの句を，解説を読みながら，季節の様子を想像し
て音読する。

○

○

1

きせつの言葉を集
めよう
－春・夏－

△俳句には「季語」が読みこまれていることを知り，
「春」「夏」に関係する言葉を集める。

△易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思
い浮かべたり，リズムを感じ取りながら音読や暗唱
をしたりすること。
　⇒◎伝国(1)ア(ｱ)
■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書くうえで必要な事柄を調べること。
⇒Ｂ(1)ア



○木村さんの手紙を読みながら，依頼の手紙の構
成を板書で確認する。

○P98・99の下段のブルー枠と対比しながら，構成
を確認する。

1

３．誰にどのようなお願いをするのかを考えながら，手紙に書く
事柄を決める。 ○

○社会科の学習や総合的な学習の時間の活動な
ど，クラスの実態に合わせて相手や依頼の目的を
設定するとよい。

1

４．構成を考えながら依頼の手紙の文章を書いたり，まちがい
がないか読み直したりする。 ○ ○

○季節の言葉は，「手紙の書き方」などの類書か
ら，教師のほうで児童の実態に合ったものをいくつ
か用意しておく。

1
５．お礼の手紙の書き方を知り，相手や目的に応じた手紙を書
く。 ○

○P100の上段のブルー枠と対比しながら，大事なこ
とを確認する。

1

６．案内の葉書の書式を理解し，手紙のよさについて話し合う。

○

○時間的に余裕があれば，何について誰に対して
案内をするのかを考えて，案内の葉書を書かせた
い。

14

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
１．「学習の進め方」を読んで見通しをもつ。参考文例のよいとこ
ろを話し合い，報告文を書くてだてを捉える。

（1）「見学カード」の作り方とカードの例を読み，取材のときに注
意することなどを出し合う。
（2）P106～108の阿部さんの例文を欄外の注とともに読み，気
づいたことなどを出し合う。

2
２．インタビューの仕方を知り，インタビューの計画を立てる。

○
○二人組みあるいはグループでインタビューの練習
をさせる。

３．取材したり，調べたりしたことをもとに報告文を書き上げる。
（1）「見学カード」をもとにし，文章の構成を考える。
（2）構成表をもとにして報告文を書く。
（3）書き上げた報告文を読み返して，必要なところは書き直して
清書する。

○読み返す時，教科書にある三つの観点を一つず
つおさえながら，書き直す。

○クラスにふさわしい方法で読み合う。

＊文集にして読む。
＊発表会を行う。
○学校外で取材した場合は，お礼も兼ねて報告文
を届ける。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

２．P112の上段の例示のほかに「動きを表す言葉」「様子を表す
言葉」を探し出し，発表する。

○「歩く」や「高い」などの語例をもとに，送り仮名の
意味と役割を，明確に理解できるようにする。

○ここでは語形が変化することの法則性にある程度
気づかせるようにしておく。「書く」「読む」など五段活
用の動詞の場合，五十音表の五段にそって語形が
変化する点をおさえたい。

○P32『国語辞典の引き方』で学習した言い切りの
形を再確認する。

４．同じ漢字でも送り仮名によって，読み方や意味の違いを使い
分けていることを知り，読んだり書いたりする。

○いろいろな送り仮名を読むことを通して，送り仮名
についての理解を深め，正しく使い分けられるように
する。
○「上げる－上がる－上る」「苦しい－苦い」など，そ
れぞれの意味の違いについては，文例をもとに考え
るようにしたい。
○ほかにも「行く－行う」「細かい－細い」など，巻末
P148『漢字を学ぼう』から探すことができる。

６．「光」「話」「組」などの送り仮名に注意して読んだり，書いたり
する。

○活用のある動詞から名詞に転じた「光」「話」「組」
などは，例外的に送り仮名をつけないことを経験的
に理解できるようにする。

14

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

○登場人物の心情の変化を読み，物語の内容を紹
介するという単元の見通しをもたせる。

２．あなぐまと森のみんなの心の動きを考える。
（1）黙読し，特に心に残ったところと，その理由をメモし，話し合
う。

○黙読の利点は，自分のペースで，早く読めること
であり，情報収集能力は高まる。その反面，誤読や
読み飛ばしも多い。そうしたことに気をつけながら，
黙読の習慣もつけさせていきたい。

○あなぐまが意図したかどうかは不明だが，残され
た動物たちにとっては大切な「おくりもの」となってい
る。「題名を考える」（ここが大事）こととの関連にも
着目させる。

※「物語の紹介」のためのポイント１
○P129の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

1

（3）次のことをノートに書いて，発表し合う。
①あなぐまが死ぬ前と後で，もぐらの気持ちはどのように変わっ
たか。また，「ありがとう，あなぐまさん」の後，どのような言葉を
続けたか。

○

○もぐらの様子は具体的に書かれているので，とら
えやすい。次の②へつなげていく。

○①を受けて，「おくりもの」のお礼の言葉を考える。

○どの動物かをはっきりさせたうえで，それぞれの
動物とあなぐまとの接点を確かめる。そのことで，各
動物間のつながりも深まってくる。
※「物語の紹介」のためのポイント２

1

３．家の人や身近な人，一・二年生など，相手を決めて，物語の
内容がわかるように紹介する。
（1）あなぐまの「おくりもの」について，感想を話し合う。 ○

○（2），（3）②などを受けて，あなぐまの「おくりもの」
について考える。あなぐまは最初から「おくりもの」を
するつもりだったのか，そんなつもりはなかったの
か，など。この活動は，次の（2）に向けてのステップ
でもある。

2

（2）相手を決め，物語の内容をわかりやすく紹介する文章を書
く。 ○ ○

○（1）での話し合いをもとに，紹介する相手を考え
て，紹介する内容や，言葉づかいなどの表現を，具
体的に考える。

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをもつ。 ○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。
○身のまわりで使われているローマ字を探し，ロー
マ字で書かれたものを発表させる。最近では，英語
での表記もあるので，混同しないように，発表の際
には教師が気を配るようにする。英語との混同を避
けるためには，ローマ字は，日本語の発音をアル
ファベット表記したものであることをきちんとおさえさ
せる。○教科書に示されたローマ字を読み，ローマ字の表
を使いながら自分で読めるように支援する。

○「のばす音」「はねる音」「つまる音」の書き方を確
認させ，正確に読み書きができるように指導する。

○読み書きの基本を理解させ，自分の名前や住所
などを自由に書かせたい。五十音を全て暗記してか
らというのは負担がかかるので，ローマ字の表記の
仕組みがわかったら，慣れるまでは表を見ながら書
いてもよいことにする。

1

４．P130をもとに，つづり方が二種類あるローマ字を理解する。

○

○つづり方が二種類ある字があることを確認し，ど
ちらで表記されても読めるようにする。
大文字・小文字の使い分けも再度確認しておく。

14

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

1

１．単元名とリード文を読み，段落のつながりに気をつけて読
み，絵文字を説明する文章を書くという学習の見通しをもつ。

○ ○

○P6のリード文やP14の前文から，段落のつながり
に気をつけて，絵文字がたくさん使われるわけや絵
文字がこれからどうなっていくのかを読むことを知ら
せ，最終的には身のまわりにある絵文字を説明する
文章を書くという単元の見通しを伝える。

○「ここが大事」に示されている「段落と段落のつな
がり」を意識して読ませたい。

①第1～3段落：絵文字を説明しているまとまりであ
ることを捉えさせる。
②第4～12段落：特長が示され，次の段落で具体例
を挙げる構成で，三つの特長がわかりやすく書かれ
ている点をおさえたい。
③第13～15段落：国際化の時代にあり，世界中の
人々がより交流を深めるために絵文字は発展・進化
するという趣旨を捉えさせたい。
○児童には段落番号をつけさせ，どの段落からどの
段落までが大きなまとまりかを話し合わせる。
○３．の「身のまわりにある絵文字の説明」という学
習活動のために，単元の早い段階で，身のまわりに
ある絵文字を見つけておくことや，P17にある参考図
書などを用意し，児童が説明したい絵文字を見つけ
やすい環境を整えておく。

○三つの特長をノートに書き抜き，二人組みやグ
ループで確かめるようにする。

○第一・第二の特長には二つの具体例，第三の特
長には一つの具体例があげられている。具体例と
特長の関係についてもおさえたい。
○次時までに，自分が説明したい絵文字を選んでお
くよう伝える。

○ ○

10

1

（2）絵文字の三つの特長を文章中から探し，箇条書きにする。

単元名 一　絵文字について説明しよう

9

くらしと絵文字 □段落のつながりに気をつけて文章を読み，絵文
字を説明する文章を書く。

□問題を受けて，絵文字が広く使われるわけをその
特徴に気をつけながら，整理して読むこと。　⇒◎Ｃ
(1)イ
□絵文字の特徴について，まとめて述べた部分と具
体的に述べた部分に注意して読み，文章を要約す
ること。　⇒Ｃ(1)エ
□絵文字や記号の種類や使われ方について広く知
るために，関連する本を探して読むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■絵文字やその特徴など，関心のあることなどから
書くことを決め，相手や目的に応じて，書く上で必要
な事柄を調べること。
　⇒Ｂ(1)ア
■事柄の中心的な部分と補足的な部分との書き分
けに気をつけて，自分が取り上げた絵文字を説明す
ること。　⇒Ｂ(1)ウ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△修飾と被修飾との関係など，文の構成について初
歩的な理解をもつこと。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み
合うこと。　⇒Ｃ(2)ウ
□必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した
他の本や文章などを読むこと。
　⇒Ｃ(2)オ
■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】段落のつながりに気をつけて文章を読み，絵
文字が使われるわけや絵文字の特長を見つけよう
としている。（態度）

◎【読】時を表す言葉や段落のはじめの言葉など
に着目して，段落のつながりを考えながら文章を
読んでいる。
（発言，ノート）

【書】説明する絵文字について必要な事柄を調べ，
「始め・中・終わり」の構成にそって説明する文章を
書いている。
（説明文）

【言】主語と述語など文の構成に目を向けている。
（ノート，説明文）3

２．くらしと絵文字とのかかわりについて，段落のつながりに気
をつけて読む。
（1）文章をP14にある三つの大きなまとまりにわける。

○

【関】ローマ字に関心をもち，読んだり書いたりしよ
うとしている。
（態度）
◎【言】ローマ字の大体を正しく読んだり書いたりし
ている。（ノート，ワークシート）

２．日本語はローマ字でも表記できることを知り，母音と子音の
意味を理解して，ローマ字で書かれた簡単な言葉を読む。

1

３．自分の名前や住所など，身近な言葉をローマ字で書く。

○

9

3

ローマ字 △ローマ字の書き方について理解し，ローマ字を読
んだり書いたりする。

△第３学年においては，日常使われている簡単な単
語について，ローマ字で表記されたものを読み，ま
た，ローマ字で書くこと。
　⇒◎伝国(1)ウ(ｱ)

○ ○

単元名 九　物語をしょうかいしよう

9

わすれられないおく
りもの

□登場人物の心の動きを考えながら読み，物語の
内容をわかりやすく紹介する。

□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人
の感じ方について違いのあることに気付くこと。　⇒
Ｃ(1)オ
■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書くうえで必要な事柄を調べること。
⇒Ｂ(1)ア
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△修飾と被修飾との関係など，文の構成について初
歩的な理解をもつこと。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】登場人物の心の動きを考えながら，物語の内
容をわかりやすく紹介しようとしている。
（態度）

◎【読】場面ごとの登場人物の心の動きを，「おくり
もの」に関わらせながら想像している。
（ノート，発言）

【書】紹介する相手を考えて，内容や言葉づかいな
どに気をつけながら，物語をわかりやすく紹介する
文章を書いている。
（紹介文）
【言】人物の行動や気持ちを表すために，言葉が
効果的に使われていることに気づいている。
（紹介文）

☆道徳：物語の読みをとおして，友
達と互いに理解し，信頼し，助け合
うことについての考え方を深める。

2 ○
（2）あなぐまの「おくりもの」についてノートにまとめ，話し合う。
　＊どのような「思い出」か。
　＊「どうして」わすれられないのか。

2

②他の動物たちは，あなぐまにどのようなお礼の言葉を言った
か。

○

○

○書く前にいま一度教科書を読み，留意点を確認さ
せる。

３．P112の下段の設問の漢字を，送り仮名に注意して書く。

1

５．送り仮名によって，読み方が変わる漢字を集め，それらを
使った短文を書き，発表する。

○「見学カード」が，〔調べたいこと〕〔しつもんしたい
こと〕〔わかったこと〕〔思ったこと〕に分かれているこ
とに気づかせ，その意義を捉える。

○

【関】送り仮名に興味をもち，すすんで学ぼうとして
いる。
（態度）
◎【言】送り仮名の意味を理解し，送り仮名に注意
して漢字を読んだり書いたりしている。
（ノート）

○

9

2

４．書き上げた報告文を多くの人に読んでもらう。

○

1

漢字の広場3
送りがな

△送り仮名は，漢字の読みや意味をはっきりさせる
はたらきをもつことを理解し，漢字を正しく使う。

△漢字と仮名を用いた表記などに関心をもつこと。
⇒伝国(1)イ(ｲ)
△送り仮名に注意して書き，また，活用についての
意識をもつこと。　⇒◎伝国(1)イ(ｳ)
△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)

○

☆社会科：校外学習での報告文の
作成に役立つ。

6 ○

8

単元名 八　調べたことをほうこくしよう

8

2

見学したことを知ら
せよう

インタビューをしよう

■カードを上手に使って，調べたことを組み立てを
考えながら文章にまとめる。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
Ｂ(1)ア
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒◎Ｂ(1)ウ
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒◎Ｂ(1)オ
◇話の中心に気を付けて聞き，質問をしたり感想を
述べたりすること。　⇒Ａ(1)エ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書い
たり，学級新聞などに表したりすること。　⇒Ｂ(2)イ
◇出来事の説明や調査の報告をしたり，それらを聞
いて意見を述べたりすること。
　⇒Ａ(2)ア

○

7

いろいろな手紙を書
こう

■手紙の書き方を知り，目的に合わせた手紙を書
く。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
Ｂ(1)ア
■文章全体における段落の役割を理解し，自分の
考えが明確になるように，段落相互の関係などに注
意して文章を構成すること。
　⇒Ｂ(1)イ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒◎Ｂ(1)ウ
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒◎Ｂ(1)エ
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

■目的に合わせて依頼状，案内状，礼状などの手
紙を書くこと。　⇒Ｂ(2)エ

【関】手紙を書くことに興味をもってのぞもうとしてい
る。
（態度）

◎【書】書こうとすることの中心を明確にし，目的や
必要に応じて理由や事例をあげて，依頼の手紙や
お礼の手紙を書いている。
（手紙）
◎【書】相手の立場や気持ちを考えて，丁寧な言葉
で手紙を書いている。
（手紙）
【言】言葉には，考えたことや思ったことを表すはた
らきがあることに気づいている。
（手紙）

○お年寄りとのお手紙
　 交流
○手紙作文コンクール

☆社会科・総合的な学習の時間：
依頼状やお礼状を書く際に活用で
きる。

1

２．P98・99の木村さんの手紙を読んで，依頼の手紙の書き方や
書くときの工夫について考える。

○

○

【関】報告文の内容のあらましを捉え，報告文に興
味・関心を示して書こうとしている。
（態度）

◎【書】書こうとすることの中心を明確にして，目的
や必要に応じて書いている。
（構成表）

◎【書】書いた文章が読み手に正しく伝わるよう
に，文章を読み直してまちがいを直したり，よりよ
い表現に書き直したりしている。
（報告文）
【話聞】話の中心に気をつけて聞き，質問をしてい
る。
（発表会）
【言】表現するために必要な語句を増し，語句の性
質を理解しようとしている。
（報告文）



３．身のまわりにある絵文字を説明する。
（1）P15の例示された絵文字が，文章に書かれ三つの特長のど
れに当てはまるか考える。

○P15のフキダシに「第一の特長にあてはまる」とあ
るが，なぜ，第一の特長にあてはまるのか，文章中
の言葉を用いて説明させる。

（2）「始め・中・終わり」の三つの段落構成で，身のまわりにある
絵文字や本から見つけた絵文字を説明する文章を書く。

○ここでは三つの段落構成を学ぶのではなく，P16
の例に従い，「見つけた絵文字の紹介」→「その絵
文字の特長」→「感想」という構成をおさえれば十分
である。（3）書いた文章を友達と読み合う。 ○その絵文字が三つの特長のどれに当てはまる
か，またその絵文字にはどのような意味があるのか
がよくわかったか，という視点をもって読み合うよう
にする。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
○身近なまわりのできごとや周りの人との関わりの
中で，はっとして何かを見つめ直したことを詩に書く
学習であることをおさえる。
○４月に書き始めた「発見ノート」から，話題，題材を
さがさせてもよい。なお，「発見ノート」は，第七単元
の「強く心にのこっていることを」で活用できるように
設定している。できるだけ続けさせたい。

2

２．二編の詩を読んで，書き表し方の工夫や表現の優れている
ところを見つけ，詩の書き表し方について理解を深める。 ○ ○

○「題名のくふう」「書き出しと終わりのくふう」「たと
え」「くり返し」「心の動き」「リズム」などについて読み
取らせる。

2

３．自分のまわりに目を向けて，はっとして何かを見つめ直した
ことをもとに詩を書く。 ○

○学校のこと，家庭のこと，友達のこと，観察したり
経験したりしたことなどから，強く心に残ったことを想
起して，詩の題材を見つけさせる。

1 ４．書いた詩について交流する。 ○ ○それぞれの詩のよさについて話し合う。

１．教科書に例示した俳句の中にある「季語」を指摘し，声に出
して読む。

○教科書の上巻で「春」と「夏」を扱ったことを想起さ
せる。

○「歳時記」などから，季節を表す言葉を集めさせ
る。○それぞれの「きせつの言葉ノート」などに集成して
おいて，自分の「歳時記」を作ることに発展させるこ
とも考えられる。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

２．｢学習の進め方｣と照応させながら，図書係の例をもとに学習
の全体の流れをつかむ。

（1）□１の流れを確かめ，アンケートの内容や話し合いの内容，
記録係のノート例をあわせて読み，春田さんのグループのメン
バーの役割や立場を理解する。

（2）□２の学習内容を確認し，グループの友達と役割を交代し
て1の話し合いを繰り返し，それぞれの役割や立場で話し合いを
進めるポイントを確かめる。

○話し合いの例は単に読み流すのではなく，役割演
技などを意識させ，繰り返しロールプレイなどを行
い，P24～27の頭注にある話し手や聞き手の意識の
フキダシ，脚注の話し合いのポイントなどを参考に，
それぞれの発言の役割を考えさせるようにする。

1

３．自分たちの係活動を見直したり，アンケートを取ったりしなが
ら，係で話し合う内容を決める。 ○

○係ごとのグループに分かれ，係活動をよくするた
めに，議題を明確にするためのアンケートなどの準
備の話し合いをする。

2
４．どのようにすれば上手なグループの話し合いになるのか確
かめ，役割をはっきりさせて話し合う。 ○ ○ ○

○議題を明確にしたら話し合いの役割を決め，役割
に応じた準備をさせて，実際に話し合いをする。

○話し合いで決まったことをクラスで報告させる。

○グループでの役割を踏まえた相互評価，自分の
役割に応じた自己評価をさせ，全体で共有するよう
にしたい。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

２．いろいろな漢字を左右に分けて，共通に使われている部分
を見つけ出す。

○漢字には，左右に二つの部分に分けられるもの
があることを確認する。

３．「きへん」「ごんべん」「にんべん」の名称とその意味を知る。 ○本教材は，P82「漢字の組み立て」とセットとなって
いることをふまえておく。
○定着に向けて，本教材と「漢字の組み立て」に掲
げられている程度の偏旁冠脚とその呼び名・字例・
語例を順次，教室に掲示していくとよい。
○板書や掲示する文字については，偏と旁とで色分
けして示すと理解しやすい。

５．「おおがい」「ぼくにょう」「ちから」の名称とその意味を知る。
６．ほかに，どのような「つくり」があるか考え，発表する。

○偏・旁などの構成要素は，既習の単体の文字で
あることが多い。それらの画数・筆順・読み方・意味
などを想起させ，関連づけて学習できるようにすると
よい。７．同じ「へん」や「つくり」の字を集めて，文作りゲームをし，発

表する。
○辞典などを利用して，自主的な調べ学習を展開す
ることもできる。偏旁冠脚の呼び名は，習慣的なも
のであって，一つに定まっていないものもある。辞典
によって違うものがあることをふまえておきたい。

８．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。
○絵の中にある二年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。
○絵に描かれたことと，言葉からわかる秋の様子を
できるだけたくさん発表できるようにする。
○「さくの中には，牛や馬がいました。」につながる
文の例。

「そこで．男の子は，牛のそばに近よって行きまし
た。ところが，牛の鳴き声を聞いて，女の子は帰りだ
しました。」

11．絵の中の言葉を使って，絵に描かれている様子を説明する
二文以上が続く文を書く。

○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。

12．絵の中の言葉を三つ以上使って，二文以上が続く文章を書
き発表し合う。

○続きの文を書くために，「そこで」「そのうえ」「とこ
ろが」「だから」などの接続語を提示してもよい。

13．作った文が常体であれば敬体に，敬体であれば常体にそれ
ぞれ書き換えてみる。

○敬体と常体が混在している場合は，読み直して，
どちらかに統一するようはたらきかける。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

○豆太の会話や行動は，場面によっては，ひとまと
まりの行動として取り上げてもよい。その場合は，叙
述を省略して引用する。

○「４」の場面では，ふもとへかけ下りる豆太の行動
が，「短い文がつづくひょうげん」（ここが大事）で表
されていることに着目させる。ここでの豆太の行動
が，「豆太の変容」についての着目点にもなる。

※「物語紹介」のためのポイント１

○「ひがついている」と言う豆太と，「あかりがついて
ように見えるんだべ」と言う医者様の言葉の，どちら
をとるか。
※「物語紹介」のためのポイント２
○「思ったこと」は，叙述や豆太の前後の行動をとお
して，その理由をはっきりさせるようにする。また，話
し合いによって修正してもよい。

○なぜこの場面が気に入ったのか，そこでは豆太の
どのような気持ちを表現したいかを発表させてから，
音読させる。

○音読の速さ，大きさ，強さなどに注意させる。「短
い文がつづくひょうげん」（ここが大事）を取り上げた
場合も，音読にあたっての工夫が必要である。

○最終の場面を取り上げた場合は，冒頭部での豆
太との関わりを意識させる。

※「物語紹介」のためのポイント３
○音読を聞いた後，ひと言感想を発表する。

３．この物語のおもしろいところを紹介する文章を，絵なども入
れて書き，読み合う。

○２．（1）でまとめた表をもとに，特に，豆太らしさが
表れている行動や会話をいくつか取り上げ，自分と
の共通点や相違点を考える。

＊「豆太」の性格が特によくわかるところをさがし，どんなところ
に「豆太」らしさが表れているか考える。

○豆太は変わったのか，変わらなかったのか，自分
なりの根拠をはっきりさせてまとめる。

○ただあらすじを書くのではなく，豆太らしさが表れ
ている場面を，いくつか焦点化して取り上げ，書くよ
うにする。
○読み合うとき，友達の文章で，共感したり，新たに
気づいたりした個所には，傍線を引くなどする。

○自宅にある本や，学校の図書館，市（区）町村の
図書館なども利用する。

○「おすすめ図書カード」に，「必ず書くこと」を確か
める。
○特に「おすすめじょうほう」は，カードの核になるの
で，「すすめる」ポイントを簡潔に書くようにする。

○「カード」の形や書き方は，友達が読みたくなるよ
うに，本の内容によって工夫してみる。

○ここでは読書の日常化が目的であり，カード作り
が目的ではないことに留意する。

5

５．友達の書いた「おすすめ図書カード」を参考に，紹介された
本を読み，「ひと言」を書き合う。

○ ○

○本単元以外でも，時間を工夫して，読書に取り組
みやすい環境を用意するようにする。

○ ○

【関】「おすすめ図書カード」をもとに，興味をもった
本をすすんで読もうとしている。
（態度）

◎【読】読書をもとに「おすすめ図書カード」に内容
を整理して書き，「おすすめ図書コーナー」に掲示
している。
（読書カード）

【書】おすすめの本を紹介する文章を，相手や目的
を明確にして書いている。
（読書カード）

【言】本の紹介を，自分の感想や，本のあらすじな
どを表す語句を使って表現している。
（読書カード）

☆図書館指導：紹介カードや感想
交流コーナーを活用して，読書の
幅を広げ合う。
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4

「おすすめ図書カー
ド」を活用しよう

□自ら作品を選び，自分で課題を決めて読書をす
る。

□目的に応じて，いろいろな本や文章を読むこと。
⇒◎Ｃ(1)カ
■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書くうえで必要な事柄を調べること。
⇒Ｂ(1)ア
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△漢字と仮名を用いた表記などに関心をもつこと。
⇒伝国(1)イ(ｲ)

□紹介したい本を取り上げて説明すること。　⇒Ｃ(2)
エ
□必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した
他の本や文章などを読むこと。
　⇒Ｃ(2)オ
■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

４．自分の気に入った本を読んで，「おすすめ図書カード」を書
く。

＊豆太は変わったと思うか，どの表現からそう考えたのかを
はっきりさせる。

○ ○

2

（2）気に入った場面を選び，豆太の気持ちがわかるように音読
し合う。

○

単元名 三　物語のおもしろいところをしょうかいしよう

11

1

モチモチの木 □人物の気持ちや場面が移り変わるおもしろさを読
み，読書の世界を豊かにする。

□会話や行動に注意して，豆太やじさまの気持ちの
変化を想像し，物語のおもしろいところを紹介する。

□内容の中心や場面の様子がよく分かるように音
読すること。　⇒Ｃ(1)ア
□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人
の感じ方について違いのあることに気付くこと。　⇒
Ｃ(1)オ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書い
たり，学級新聞などに表したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○ ○

【関】豆太やじさまの様子や気持ちの変化を想像し
ながら，物語のおもしろいところを紹介しようとして
いる。
（態度）

◎【読】豆太やじさまの様子や気持ちが表れている
言葉に着目し，場面と場面とを関連させながら気
持ちを想像している。
（ノート）

【書】物語のおもしろいところを紹介する文章を，根
拠を明確にして書いている。
（紹介文）

【言】人柄や人物を表す言葉が，文中で使われて
いることに気づいている。
（発言，紹介文）

○登場人物の行動と気持ちの移り変わりを読み，物
語のおもしろいところを紹介する「おすすめ図書カー
ド」を作るという単元の見通しをもたせる。

☆道徳：物語の読みをとおして，自
分と登場人物を比べて考え，勇気
についての見方を深める。

4

２．会話や行動をとおして，豆太の気持ちの移り変わりを考え
る。
（1）それぞれの場面ごとに，豆太の会話や行動を書きぬき，そ
の時の豆太について思ったことを表のようにノートにまとめ，発
表し合う。

2 ○ ○

【関】絵の中の言葉を使って，文を書こうとしてい
る。
（態度）

◎【言】絵の中の漢字を正しく使い，文を書いてい
る。
（ノート）

【書】書こうとすることの中心を明確にし，文と文の
続き方に注意しながら文を書いている。
（ノート）

９．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。

10．「さくの中には，牛や馬がいました。」につながる文を考え発
表する。

11 1 ○

1

二年生で学んだ漢
字③

△絵を見て想像したことをもとに，二年生までに配
当されている漢字を使って文を書く。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒Ｂ(1)エ

○ ○

○

○

【関】漢字の組み立てに興味をもち，漢字を調べよ
うとしている。
（態度）

◎【言】同じ「へん」や「つくり」の漢字を集めてい
る。
（ノート）４．ほかにどのような「へん」があるか考え，発表する。

1

1

漢字の広場4
へんとつくり

△へん，つくりなどの漢字の構成についての知識を
得て，漢字を正しく読んだり書いたりする。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
△漢字のへん，つくりなどの構成についての知識を
もつこと。　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

○

○

○司会・提案・記録などの役割をはっきりさせること
により，話題からそれないで効果的な話し合いがで
きることを，教材の図書係の例をもとに理解させるよ
うにする。

1

５．係ごとに合意に至ったことを報告し，学習を振り返る。

○

２．「歳時記」などから，秋や冬，新年に関する言葉を集めてノー
トに書く。

【関】身近なことや想像したことを詩にすることに興
味をもってのぞもうとしている。
（態度）

◎【書】関心のあることなどから書くことを決め，詩
に書いている。
（作品：詩）

【言】言葉には，考えたことや思ったことを表すはた
らきがあることに気づいている。
（作品，交流）

単元名 二　話し合って，みんなの考えをまとめよう

10

1

係の活動について
考えよう

◇司会や記録などの役割を決めて，クラスのことに
ついてグループですすんで話し合う。

◇相手や目的に応じて，理由や事例などを挙げな
がら筋道を立て，丁寧な言葉を用いるなど適切な言
葉遣いで話すこと。　⇒Ａ(1)イ
◇話の中心に気をつけて聞き，質問をしたり，感想
を述べたりすること。　⇒Ａ(1)エ
◇互いの考えの共通点や相違点を考え，司会や提
案などの役割を果たしながら，進行に沿って話し合
うこと。　⇒◎Ａ(1)オ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇学級全体で話し合って考えをまとめたり，意見を
述べ合ったりすること。　⇒Ａ(2)イ

１．単元名とリード文を読み，図書係の例をもとに学習の見通し
をもつ。 ○ ○

【関】クラスのことについて，司会や記録などの役
割をもって，話し合おうとしている。
（態度）

◎【話聞】話し合っている内容をよく聞き，互いの考
えの共通点や相違点を考えながら，議題からそれ
ないように発言している。
（話し合い）

【言】自分の考えと比べながら，質問や意見を述べ
ている。
（話しあい）

○クラスの係活動をよりよくするために，めあてに向
かって役割を決めて話し合う意識を高めるようにす
る。

4 ○

10 1

きせつの言葉を集
めよう
－秋・冬－

△俳句には「季語」が読みこまれていることを知り，
「秋」「冬」「新年」に関係する言葉を集める。

△易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思
い浮かべたり，リズムを感じ取りながら音読や暗唱
をしたりすること。
　⇒◎伝国(1)ア(ｱ)
■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書くうえで必要な事柄を調べること。
⇒Ｂ(1)ア

○

単元名 はっとしたことを詩に書こう

10

1

はっとしたことを詩
に書こう

■身近なこと，想像したことをもとに，表現を工夫し
て詩を書く。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
◎Ｂ(1)ア
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

■身近なこと，想像したことなどを基に，詩をつくる
こと。　⇒Ｂ(2)ア

１．教材名と二編の詩を読んで，学習のめあてを捉え，見通しを
もつ。

○ ○

○

【関】易しい文語調の俳句を楽しんでいる。
（態度）

◎【言】辞典などの書物から調べる方法を理解し，
季節を表す言葉を集めている。
（ノート）

【書】自分のノートに，「歳時記」などから季節に関
する言葉を書き出している。
（ノート）

10

くらしと絵文字 □段落のつながりに気をつけて文章を読み，絵文
字を説明する文章を書く。

□問題を受けて，絵文字が広く使われるわけをその
特徴に気をつけながら，整理して読むこと。　⇒◎Ｃ
(1)イ
□絵文字の特徴について，まとめて述べた部分と具
体的に述べた部分に注意して読み，文章を要約す
ること。　⇒Ｃ(1)エ
□絵文字や記号の種類や使われ方について広く知
るために，関連する本を探して読むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■絵文字やその特徴など，関心のあることなどから
書くことを決め，相手や目的に応じて，書く上で必要
な事柄を調べること。
　⇒Ｂ(1)ア
■事柄の中心的な部分と補足的な部分との書き分
けに気をつけて，自分が取り上げた絵文字を説明す
ること。　⇒Ｂ(1)ウ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△修飾と被修飾との関係など，文の構成について初
歩的な理解をもつこと。
　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み
合うこと。　⇒Ｃ(2)ウ
□必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した
他の本や文章などを読むこと。
　⇒Ｃ(2)オ
■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】段落のつながりに気をつけて文章を読み，絵
文字が使われるわけや絵文字の特長を見つけよう
としている。（態度）

◎【読】時を表す言葉や段落のはじめの言葉など
に着目して，段落のつながりを考えながら文章を
読んでいる。
（発言，ノート）

【書】説明する絵文字について必要な事柄を調べ，
「始め・中・終わり」の構成にそって説明する文章を
書いている。
（説明文）

【言】主語と述語など文の構成に目を向けている。
（ノート，説明文）

2 ○



１．学習内容を理解し，日常化への見通しをもつ。 ○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。

２．P54の上段の会話文を見て，それぞれの「こそあど言葉」が
何を指しているかを確かめる。

○例示された会話文が，日常生活の中のどのような
場面で起きているかについて話し合い，「こそあど言
葉」を身近に感じさせるとよい。

３．P54の例文のかっこにいろいろな「こそあど言葉」を入れて，
意味の違いについて話し合う。

○かっこの中にいろいろな「こそあど言葉」を入れな
がら，それぞれの共通点を考え，その言葉が何を指
しているかや，話し手と聞き手との距離によって使い
分けていることを理解させる。

○絵をもとに，会話をする人どうしの距離関係を考
え，会話を作らせる。発表は動作化を入れると，より
理解が深まる。
○「こそあど言葉」には，この教材のような目の前の
ものを指示するもの（現場指示）のほかに，文脈上
の言葉や内容を指示するもの（文脈指示）もある。
現場指示のものを使って，「こそあど」の体系性を感
じさせればよく，文脈指示の用法にまで及ぶ必要は
ない。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

1

１．教材文を読んで，知っていることわざや慣用句について話し
合う。 ○ ○

○「ことわざ」と「慣用句」という用語を知り，それらが
どのように生活の中で使われてきたのかを考える。

○「国語辞典」や「ことわざ・慣用句辞典」のような辞
典を使って，その用法を調べる。

※現在では，いわゆる差別表現に相当する用法が
あることに留意する必要がある。

2

３．ことわざや慣用句が使われる場面を考えて，調べた意味を
カードに書き，互いに交流する。

○ ○

○使いやすい大きさのカードを用意しておき，友達
どうしで読み合う。または，教室の壁面に掲示する
などして，さまざまなことわざと慣用句があることに
目を向けさせる。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

２．傍線の言葉に注意して，提示の文を声に出して読む。

３．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢字の練習をする。
４．新出漢字を漢字学習ノートにまとめる。 ○書いた文章を読み直して，まちがいを正したり，よ

りよい表現に書き直したりするようはたらきかける。

５．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。
○絵の中にある二年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

○絵に描かれたことと，言葉からわかる冬休みの様
子をできるだけたくさん発表できるようにする。
○「父が，夕飯を作りました。」につながる文の例。
「それで，妹は台所で手つだいました。今夜は肉りょ
う理です。」
○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。
○続きの文を書くために，「それで」「ただし」「なぜな
ら」などの接続語を提示してもよい。
○敬体と常体が混在している場合は，読み直して，
どちらかに統一するようはたらきかける。

6

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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 漢字のまとめ ２学期に学習した漢字のまとめ 漢字50問テスト ○ 【言】８０点以上

1

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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 3年の学習到達度を測る CRT学力テスト

1

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
○その日，一日をたっぷりと楽しんだ満足感と，夕
日の力強さを音読に表したい。

○各連の後半四行を，「太陽」と「ぼくら」に分かれて
呼びかけ合うことも考えられる。
○二連の四行めを，「ぼくらも負けずに……」と読ま
ないように留意する。

２．『ゆうひのてがみ』
（1）「ゆうひを　すこしずつ　ちぎって」とはどういうことか考える。

○いろいろなイメージが浮かんでくる場面である。一
つに限定することなく，自由なイメージの交流があっ
てよい。
○イメージの一例として，以下のようなことも考えら
れる。

「ポストにほうり込まれていくてがみが，夕日を反
射して光っている。ちょうど，夕日をちぎっているよう
である。それはまた，夕日が沈んで小さくなっていく
ことと，ちぎられて小さくなっていくこととが重なって
いるようでもある。」

○「ゆうひ」のイメージ，「てがみ」のイメージなども重
ねながら，上記のイメージを参考に，自由に「題名」
について交流し合う。

○「いちばんぼし」は，一般的には宵の明星といわ
れる金星をさすことが多い。しかし，雲の状態によっ
ては他の星の場合もある。
○「うちゅうの／目」のイメージに対し，それにとらわ
れず，読み手それぞれの「いちばんぼし」のイメージ
を交流し合う。

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをもつ。 ○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。
○既習の主語と述語以外に，修飾語として，内容を
詳しくする言葉の学習であることをおさえる。

○述語を詳しくする修飾語として，「～を」「～に」に
あたる言葉をつけ加えることを確認していく。

○「どうする」という述語の部分には，動詞によって
は主語以外の要素を必要とする場合があることをお
さえる。
①「～を」「～に」の説明がないと，意味が十分に伝
えられないということに気づかせる。
②場面を表すのに，「～を」「～に」を適切に加えら
れるように考えさせる。

4

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

1

１．単元名とリード文を読み，学習の見通しをもつ。

○ ○

○P72のリード文とP78の前文から，段落のつながり
に気をつけながら写真と文章を結びつけて読み，生
たまごとゆでたまごの見分け方や中身の違いをリー
フレットにまとめ，紹介する単元の流れを確認する。

○第1・2段落を読み，実生活での体験をふまえ，殻
を割ったときの生たまごとゆでたまごの違いを共通
理解する。

○第3段落の問いを読み，これ以降の段落に見分け
る方法が書かれることをおさえる。P78の表を参考
にノートにまとめさせる。
○第5～7段落に回り方の違いが説明されている。ゆ
でたまごは「軽く回す」ときと「強く回す」ときについて
箇条書きにし，生たまごは「ゆれながらゆっくり回る」
と短くまとめさせたい。

○「ここが大事」にある，「写真と文章を結びつけて
読む」ことのよさも味わわせたい。「もし，写真がな
かったら文章から回り方がイメージできるか」などと
問い，写真がある効果を感じさせるようにする。

○文章に線を引き，一人一人が箇条書きしたものを
二人組みや全体で見合う。

1

（2）たまごの数を増やして実験したのはなぜか，話し合う。

○

○一般化を図ることで説得力が増す。児童には，読
者の立場から「この実験がなかったら……」「この実
験があることで……」と考えさせたい。そのうえで筆
者の意図にせまりたい。

３．ゆでたまごと生たまごの見分け方や，中身の違いを紹介す
るリーフレットを作成する。

○２．の（1）の活動で作成した表をもとに，4ページ
のレイアウトを考えるよう伝える。

（1）グループで4ページの役割分担を決め，書く内容や使い写真
を考える。

○掲載されている4枚の写真はコピーしておき，リー
フレットに用いることができるようにしておく。
○ページごとに小見出しをつけ，どのような内容を
説明するページなのかを明らかにする。
○グループで書く分量などに偏りが出ないように配
慮する。また，できあがったリーフレットは図書館に
置いたり，家の人に読んでもらったりし，読み手から
の感想をもらえる機会をつくりたい。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。
○漢字の構成要素は「偏旁冠脚垂繞構」の七つが
あり，このうちP29では「偏旁」を扱い，本教材で残り
の五つを扱う。

２．いろいろな漢字を上下に分けて，共通に使われている部分
を見つけ出す。
３．P82の上段を読み，「かんむり」と「あし」の特徴を知る。

２．写真と文章を結びつけて読み，ゆでたまごと生たまごの見分
け方と中身の違いを考える。
（1）色や形や重さ，回り方，中の様子について，生たまごとゆで
たまごを比べ，箇条書きにする。

○ ○

○

【関】漢字の組み立てに興味をもち，漢字を集めよ
うとしている。
（態度）

◎【言】「かんむり」「あし」などを知り，漢字を正しく
読んだり，書いたりしている。
（ノート）

○

単元名 五　たまごの見分け方をしょうかいしよう

12

どちらが生たまごで
しょう

□段落のつながりに気をつけながら写真と文章を結
びつけて読み，たまごの見分け方と中身の違いを紹
介するリーフレットを作成する。

□話題の中心になる言葉（ゆでたまご・生たまご・回
り方など）や指示語・接続語に注意して，段落相互
の関係をとらえながら文章を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□二つの問いの文の対応に注意して，たまごを割ら
ずに見分ける方法や，たまごの回り方が違うわけを
要約する。　⇒Ｃ(1)エ
■ゆでたまごと生たまごの見分け方や，中身の違い
を紹介するために，書こうとすることの中心を明確に
し，目的や必要に応じて理由や事例を挙げて書くこ
と。　⇒Ｂ(1)ウ
△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｸ)

□記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み
合うこと。　⇒Ｃ(2)ウ
■収集した資料を効果的に使い，説明する文章など
を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】段落のつながりに気をつけながら写真と文章
を結びつけて読み，たまごの見分け方と中身の違
いを考えようとしている。
（態度）

◎【読】たまごの見分け方や中身の違いについて
中心となる語や文をとらえ，段落のつながりを考え
ながら読んでいる。
（発言，ノート）

【書】書くことの中心を明確にし，写真を効果的に
用いながら，リーフレットを作成している。
（リーフレット）

【言】指示語や接続語が文や段落のつながりに果
たす役割に気づいている。
（リーフレット）

3

1

漢字の広場6
漢字の組み立て

△かんむり・あしなどの漢字の構成についての知識
を得，漢字を正しく読んだり書いたりする。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
△漢字のへん，つくりなどの構成についての知識を
もつこと。　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

○

2 ○
（2）リーフレットを作成する。

1

文の組み立て △主語と述語や修飾語の関係を理解して，文の組
み立てを知り，文の種類を確かめる。

△修飾と被修飾との関係など，文の構成について初
歩的な理解をもつこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｷ)

○

○

【関】音読したり，イメージを広げたりして，詩の世
界を楽しもうとしている。
（態度）

◎【読】場面の変化や情景などについて，叙述を基
に想像して読んでいる。
（発言）

【言】理解するための言葉を増やしている。
（ノート）
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2

夕日がせなかをお
してくる

□音読したり，イメージを広げたりして，詩の世界を
楽しむ。

□内容の中心や場面の様子がよくわかるように音
読すること。　⇒Ｃ(1)ア
□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

□詩を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア

１．『夕日がせなかをおしてくる』
（1） 様子がよく伝わるように，工夫して音読し合う。

○

ゆうひのてがみ

（2）なぜ，『ゆうひのてがみ』という題になっているのか考える。

いちばんぼし ３．『いちばんほし』
（1）『いちばんぼし』を読んで，想像したことを発表し合う。

○

【関】文の組み立てに興味をもち，主語と述語，修
飾語を使って文を作ろうとしている。
（態度）

◎【言】主語や述語などの用語や四つの文型を理
解し，より詳しくする修飾語を使うことの必要性を
感じている。
（ノート）

２．教科書を読み，文の中の主語と述語を確かめたり，主語と
述語，修飾語の組み合わせをもとに，文を分類する。

1

３．P71の下段を読み，主語・述語・「～を」「～に」にあたる部分
を含む文を完成させる。

単元名 詩を楽しもう

○

【関】絵の中の言葉を使って，文を書こうとしてい
る。
（態度）

◎【言】絵の中の漢字を正しく使い，文を書いてい
る。
（ノート）

【書】書こうとすることの中心を明確にし，文と文の
続き方に注意しながら文を書いている。
（ノート）

６．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。

７．「父が，夕飯を作りました。」につながる文を考え発表する。

８．絵の中の言葉を三つ以上使って，二文以上が続く文章を書
き発表し合う。

1

二年生で学んだ漢
字④

△絵を見て想像したことをもとに，二年生までに配
当されている漢字を使って文を書く。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
⇒Ｂ(1)ウ
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒Ｂ(1)エ

○ ○

単元名 ２学期の漢字のまとめ

1

漢字の広場5
三年生で学ぶ漢字
②

△提示の漢字を正しく読んだり，書いたりし，文章の
まちがいを正したり，よりよい表現に書き直したりす
る。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ

○

単元名 標茶町学力サポートプラン

単元名 四　日本の文化に親しもう

11

ことわざ・慣用句 △ことわざや慣用句の意味を知り，ふだんの生活の
中で使うことができるように，カードを作る。

△長い間使われてきたことわざや慣用句，故事成語
などの意味を知り，使うこと。
　⇒◎伝国(1)ア(ｲ)

【関】ことわざや慣用句が使われる場面を考え，使
い方を考えようとしている。
（態度）

◎【言】長い間使われてきたことわざや慣用句など
の意味を知り，使い方を考えている。
（態度，ノート）

☆総合的な学習の時間・道徳：こと
わざの成り立ちや意味について興
味をもって調べたり，我が国の伝統
や文化に目を向けたりする。

1

２．ことわざや慣用句の意味を，辞典を使って調べる。

○ ○

【関】傍線の言葉を使って，文を書こうとしている。
（態度）

◎【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】漢字や文章のまちがいを正したり，よりよい表
現に書き直したりしながら文を書いている。
（ノート）

○漢字学習ノートの文作りの過程では，文章のまち
がいを正したり，よりよい表現に書き直したりするよ
う促す。

○

○

【関】こそあど言葉を知り，文中から見つけたり，そ
れが指し示す物事を考えたりしようとしている。
（態度）

◎【言】こそあど言葉のはたらきを理解し，文や文
章の中で適切に使っている。
（ノート）

11

1

こそあど言葉 △指示語のはたらきを理解し，適切に使う。

△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｸ)

○
４．P55の絵をもとに，「こそあど言葉」を使って文を作る。



○漢字には左右だけでなく，上下に二つの部分に分
けられるものがあることを確認し，それぞれ「かんむ
り」と「あし」と呼ぶことをおさえる。

４．「あめかんむり」「たけかんむり」の名称とその意味を知る。

５．「かんむり」がつく漢字をほかにも探し，ノートなどに書き，紹
介し合う。

６．「こころ」「れんが」の名称とその意味を知る。 ○「あし」にはほかに「ひとあし」（先・兄・元・光な
ど），「かまえ」にはほかに「もんがまえ」（開・間など）
がある。

７．P83下段の「たれ」「にょう」「かまえ」の特徴を知り，それぞれ
どのような漢字があるかを調べてノートなどに書き，紹介し合う。

○巻末の『漢字を学ぼう』を参考に調べるとよい。

８．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

９．傍線の言葉に注意して，提示の文を声に出して読む。
○漢字学習ノートの文作りの過程では，文章のまち
がいを正したり，よりよい表現に書き直したりするよ
う促す。
○作った文を発表し合うようにする。
○書いた文章を読み直して，まちがいを正したり，よ
りよい表現に書き直したりするようはたらきかける。

12．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。
○絵の中にある二年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。
○絵に描かれたことと，言葉からわかる授業の様子
をできるだけたくさん発表できるようにする。

14．例文「黄色の色紙を三角形に切って，いろいろな形に組み
立てています。」につながる文を考え発表する。

○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。
○続きの文を書くために，「それに」「さらに」「～で
は」などの接続語を提示してもよい。
○書いた文章を読み直して，まちがいを正したり，よ
りよい表現に書き直したりするようはたらきかける。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
１．教科書の文章を読み，北原さんたちの町の行事について調
べたり，資料を整理して発表したりする学習活動のあらましを知
る。

○自分たちの町や地域の行事についての関心を高
めるポスターなどを事前に用意して関心を高め，教
科書の活動に導入したい。

２．「学習の進め方」と本文を照応させながら活動の流れを確か
め，学習計画を立てる。

○北原さんたちの地域と「空っ風たこあげ大会」の
調査や報告の手順を知り，全体の見通しをもたせ
る。

1

３．自分たちの町の行事を思い出したり，調べたりして，□１の
文章やグループの話し合い例をもとに，くわしく調べる内容を話
し合って決める。 ○

○子どもたちの関心の範囲だけでは，行事等につ
いて把握しきれないものもある。家庭や地域セン
ターなどで聞いてくるようにさせたり，教師がある程
度収集しておくとよい。

2

４．□２の資料例や「インタビューの仕方」を参考に，調べて資料
を集めたり，インタビューしてきたりする準備をし，調査する。

○

○調査やインタビューの相手先には，教師が段取り
をつけておくこと。子どもだけで行ける範囲でも，安
全の配慮を十分にする。写真撮影や録音について
は相手の許可を得るなど，取材のマナーなどについ
ても指導する。

1 1

５．□３の活動にならって，自分たちの集めた資料を比べ合い，
どの資料をどのように使って報告するかを話し合い，選んだり加
工したりする。

○

○発表に使う資料を選び，どのように使うかを考え
させる。

2

６．□４の文章や例をもとに役割や資料提示の仕方を考えて発
表台本を作る。

○

○資料の見せ方を工夫したり，録音を聞かせるタイ
ミングを考えさせ，発表台本に生かすようにする。機
器の操作や資料提示などの役割分担も台本に明記
させるとよい。

７．クラスで報告会を開き，資料を使ってわかりやすく話したり，
大事なところに気をつけて聞き合ったりする。

○地域のできごとや催しについて調べて，クラスの
みんなに発表するという目的に応じて，図や写真を
適切に選び，わかりやすく発表することができたか
どうか確認する。

８．学習を振り返る。 ○司会者や提案者などの役割をきちんと分担し，教
科書をもとに学習したことが生きているか確かめる。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

1
１．「学習の進め方」を読んで学習のめあてをつかみ，見通しを
もつ。

○ ○
○教材全体を通読し，学習の見通しをもつ。

○中田さんのように，特に思い出に残っていること
はないかと考えさせ，心配だったことのほかにも，う
れしかったこと，がんばったこと，悲しかったこと，悔
しかったことなど思い出の中にもいろいろあることを
話し，題材を広げさせていく。

○４月に書き始めた「発見ノート」が活用できるよう
に設定されている。自分の「発見ノート」を見返す楽
しさを味わわせたい。
○イメージマップを作って，友達といちばん伝えたい
場面について考えさせる。
○P93のイメージマップを参考にさせる。
○組み立て表の横軸は，「始め・中・終わり」，縦軸
は，「できごと（時間の流れ）・その時の様子や気持
ち」である。
○中心にする場面を明確にするため，太線で囲ま
せる。
○P96・97を参考にさせる。
○下段を参照して読ませる。

1
６．推敲の観点をはっきりと認識して自分の文章を読み返し，書
き直したり，書き加えたりする。 ○ ○

○P98の観点に即して，適切に読み返させたい。

1

７．書いた文章を友達と交流する。

○ ○

○互いの文章のよい点について伝え合わせる。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

○P99にある漢字二字の言葉の構成は，いずれも
上の漢字が下の漢字に対して，様子や程度，状態
などを説明する関係にあたる。「↓」（矢印）で関係を
表している。

○上から下に訓で読み下すことが，意味の理解を助
けることがわかるようにする。
○読み下した意味をもとに，国語辞典で確かめてみ
る。

４．関係のある漢字を組み合わせてできた言葉を作り，国語辞
典で確かめる。

○関係のある漢字（意味が似通っている漢字）を選
び出すには，これまでの類義語の学習経験を生か
すようにする。

５．反対の意味になる漢字を組み合わせてできた言葉を作る。 ○互いに対立，または対になる意味をもつ漢字を探
すには，これまでの対義語の学習経験を生かすと
効果的である。

６．連濁をする言葉を集めてノートに書き，発表する。 ○二つの言葉が複合することによって，あとのほう
の成分の初めの音が濁る「連濁」は，普段何げなく
使用していて気づきにくいが，ここではそれが意識
化できるようにする。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 ○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。

２．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。 ○絵の中にある二年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

３．「家の前を通って，学校へ行く。」につながる文を考え発表す
る。

○絵に描かれたことと，言葉からわかる町の様子を
できるだけたくさん発表できるようにする。

４．絵の中の言葉を三つ以上使って，絵に描かれている様子を
説明する三文以上が続く文章を書き，発表し合う。

○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。

５．作った文が常体であれば敬体に，敬体であれば常体にそれ
ぞれ書き換えてみる。

○敬体と常体が混在している場合は，読み直して，
どちらかに統一するようはたらきかける。
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月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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

1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○ ○

○登場人物の気持ちの移り変わりを読み，思ったこ
とをおにたへの手紙にして書くという単元の見通しを
もたせる。

○わかるところに線を引くようにする。
○本文には，「気のいいおに」「はずかしがり屋のお
にた」とある。ここで大事なことは，性格を抽象化す
ることではなく，「気のいい」「はずかしがり屋」とはど
ういうことで，どのような事実（行動）からわかるのか
ということをおさえることである。

※「手紙を書く」ためのポイント１（移り変わっていく
おにたの気持ちの出発点でもある。）

○場面ごとに移り変わっていくおにたの気持ちをま
とめるが，同じ場面でも刻々と変化していることに留
意する。

○上段におにたの言動を，下段にその時の気持ち
の想像を対応させてノートにまとめるのもよい。

○男の子が「おにたになったつもりで」とヒントを示し
ているが，第三者的に「……という気持ちでいる。」
のようなまとめでもよい。

3

2

おにたのぼうし □登場人物の心の動きを想像しながら，消えていっ
たおにたに手紙を書く。

□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人
の感じ方について違いのあることに気付くこと。　⇒
◎Ｃ(1)オ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)
△句読点を適切に打ち，また，段落の始め，会話の
部分などの必要な箇所は行を改めて書くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｴ)
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■目的に合わせて手紙を書くこと。
　⇒Ｂ(2)エ

【関】登場人物の心の動きを想像しながら読み，消
えていったおにたに手紙を書こうとしている。
（態度）

◎【読】場面ごとに移り変わっていく登場人物の心
の動きを想像しながら読んでいる。
（ノート，発言）

◎【読】消えていったおにたについて，一人一人感
じたり考えたりしたことが違うことに気づき，友達の
感じ方や考え方を受けとめている。
（発言）

【書】おにたの心の動きを想像しながら，消えていっ
たおにたに手紙を書いている。
（手紙）

【言】心の動きを表す言葉を見つけ，その意味を想
像しながら読んでいる。
（ノート）

☆道徳：物語の読みをとおして，友
達と互いに理解し，信頼し，助け合
うことについての考え方を深める。

1

２．物語を読んで，おにたの気持ちの移り変わりを想像する。
（1）物語の初めの部分（まこと君の家）から想像できるおにたの
性格について話し合う。

○

8

（2） ①～⑤の場面では，女の子の言葉や行動と関わって，おに
たの気持ちが移り変わっていく。おにたの気持ちを想像してノー
トにまとめ，話し合う。

○ ○

○

【関】絵の中の言葉を使って，文を書こうとしてい
る。
（態度）

◎【言】絵の中の漢字を正しく使い，文を書いてい
る。
（ノート）

【書】書こうとすることの中心を明確にし，文と文の
続き方に注意しながら文を書いている。
（ノート）

単元名 八　物語を読んで，手紙を書こう

2

二年生で学んだ漢
字⑥

△絵を見て想像したことをもとに，二年生までに配
当されている漢字を使って文を書く。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
　⇒Ｂ(1)ウ
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこ
と。　⇒Ｂ(1)エ

○ ○

【関】漢字二字の言葉に興味・関心をもち，すすん
で言葉を集めようとしている。
（態度）

◎【言】漢字二字の言葉の構成について理解して
いる。
（ノート）

２．二つの漢字を組み合わせてできた言葉の構成について話し
合う。
３．P99の設問を解き，漢字の意味を考え，つながり方を考え
る。

1 ○

1
３．イメージマップを作って，いちばん伝えたい場面について考
える。 ○

○

1

漢字の広場7
二つの漢字の組み
合わせ

△漢字二字の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3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)

○ ○

3 ５．組み立て表をもとに文章を書く。 ○

２．一年間の生活の中で，特に思い出に残っていることを発表し
合い，書く題材について考える。

○

○

単元名 七　中心場面を明らかにして書こう

2

強く心にのこってい
ることを

■身近な生活の中から自分に合った題材を見つ
け，段落相互の関係を考えながら，中心になる場面
をはっきりさせて文章を書く。

■関心のあることなどから書くことを決め，相手や目
的に応じて，書く上で必要な事柄を調べること。　⇒
Ｂ(1)ア
■文章全体における段落の役割を理解し，自分の
考えが明確になるように，段落相互の関係などに注
意して文章を構成すること。
　⇒◎Ｂ(1)イ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ
■書いたものを発表し合い，書き手の考えの明確さ
などについて意見を述べ合うこと。
　⇒◎Ｂ(1)カ
△句読点を適切に打ち，また，段落の始め，会話の
部分などの必要な箇所は行を改めて書くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｴ)
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｸ)

■疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書い
たり，学級新聞などに表したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

【関】身近な生活の中から自分に合った題材に興
味をもって書こうとしている。
（態度，イメージマップ））

◎【書】段落相互の関係などに注意して，中心場面
を決めて様子が伝わるように書いている。
（組み立て表，作文）

◎【書】書いた文章を発表し合い，いちばん伝えた
いことが読み手に明確に伝わっているかどうか，考
えや意見を伝え合っている。
（交流会での発言）

【言】句読点を適切に打ち，段落の始め，会話の部
分などの必要な箇所は行を改めている。
（作文）

1

1

４．組み立て表を使って，文章全体の組み立てを考える。

○

【関】地域の行事に関心をもち，調べたりいろいろ
な資料を集めようとしている。
（態度）

◎【話聞】相手や目的に応じて必要な事柄につい
て適切にインタビューをしたり，資料を使って調べ，
報告している。
（情報収集の様子や集めた情報，発表原稿，発
表）

【言】資料の内容をわかりやすく説明している。
（発表原稿）

2 1 ○

12

1

町の行事について
調べよう

◇町の行事について調べ，図や写真，表など，資料
を選んで発表する。

◇関心のあることから話題を決め，必要な事柄につ
いて調べること。　⇒◎Ａ(1)ア
◇相手や目的に応じて，理由や事例などを挙げな
がら筋道を立て，丁寧な言葉を用いるなど適切な言
葉遣いで話すこと。⇒Ａ(1)イ
◇話の中心に気を付けて聞き，質問をしたり感想を
述べたりすること。　⇒Ａ(1)エ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)

◇出来事の説明や調査の報告をしたり，それらを聞
いて意見を述べ合ったりすること。
　⇒Ａ(2)ア

○ ○

○

【関】絵の中の言葉を使って，文を書こうとしてい
る。
（態度）

◎【言】絵の中の漢字を正しく使い，文を書いてい
る。
（ノート）

【書】文章のまちがいを正したり，よりよい表現に書
き直したりしながら文を書いている。
（ノート）

13．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。

15．絵の中の言葉を三つ以上使って，二文以上が続く文章を書
き発表し合う。

単元名 六　調べてほうこくしよう

【関】傍線の言葉を使って，文を書こうとしている。
（態度）

◎【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】漢字や文章のまちがいを正したり，よりよい表
現に書き直したりしながら文を書いている。
（ノート）

10．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢字の練習をする。
11．新出漢字を漢字学習ノートにまとめる。

1

二年生で学んだ漢
字⑤

△絵を見て想像したことをもとに，二年生までに配
当されている漢字を使って文を書く。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ

○ ○

２．いろいろな漢字を上下に分けて，共通に使われている部分
を見つけ出す。
３．P82の上段を読み，「かんむり」と「あし」の特徴を知る。

○「かんむり」にはほかに「うかんむり」（家・室・客・
実など）や「くさかんむり」（花・草・茶・苦など）があ
る。

○

1

三年生で学ぶ漢字
③

△提示の漢字を正しく読んだり，書いたりし，文章の
まちがいを正したり，よりよい表現に書き直したりす
る。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
■文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直
したりすること。　⇒Ｂ(1)オ

○ ○ ○

○

【関】漢字の組み立てに興味をもち，漢字を集めよ
うとしている。
（態度）

◎【言】「かんむり」「あし」などを知り，漢字を正しく
読んだり，書いたりしている。
（ノート）

12

1

漢字の広場6
漢字の組み立て

△かんむり・あしなどの漢字の構成についての知識
を得，漢字を正しく読んだり書いたりする。

△第3学年及び第4学年の各学年においては，学年
別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢
字を読むこと。また，当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文や文章の中で使うとと
もに，当該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(ｲ)
△漢字のへん，つくりなどの構成についての知識を
もつこと。　⇒◎伝国(1)ウ(ｳ)

○

1



○「ここが大事」に「その人物が，なぜそのようなこと
をしたのか，どんな気持ちなのかを考えること」とあ
る。気持ちは，場面（相手やできごと）によって常に
変化している。

※「手紙を書く」ためのポイント２（おにたの気持ちの
移り変わり。おにたにどう寄り添うか。）

○P118の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

1

３．おにたの性格や気持ちの移り変わりから，消えていったおに
たについて考え，おにたへの手紙を書く。
（1）おにたが消えてしまったことについて，思ったことをノートに
メモし，発表する。

○

○「どこかへ行ってしまった」という男の子，「豆に
なった」という女の子，消えていったおにたについて
それぞれの立場で発表している。どちらが正しいか
を論じる必要はない。自分なりの根拠を示しながら，
おにたについての考えを発表し合う。

（2）読んで思ったことを手紙にしておにたに書き，お互いに読み
合う。

○最初の場面から消えてしまった場面まで，もう一
度おにたについて思いをめぐらせながら，手紙を書
く。○手紙というと，「どうして，……なのですか」のよう
な質問形式が多くなりがちである。「どうして」の箇所
は，自分なりに想像して埋めさせるようにする。問う
のではなく，自分で考えるようにさせる。

○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」（P122）などを参
照させたい。

○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。
○心に残っている教材，学習活動や，心に残ってい
る理由を具体的にメモし，発表させる。
○自分ががんばって取り組んだ活動をメモに書き，
話し合わせる。友達のがんばりを共感して聞き，讃
える反応ができるようにさせたい。

２．四年生でがんばりたいことをノートに書く。 ○四年生になったら「またやってみたい」「もっと読ん
だり書いたりしてみたい」「新しい活動に取り組んで
みたい」など，いろいろな観点で話し合わせるように
したい。13

月 時数 題材名 本時のねらい 学習内容・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
漢字のまとめ

3年で学習した漢字のまとめ 漢字50問テスト ○ 【言】８０点以上

1

下巻 104
年間 #REF!
書写 30
合計 #REF!
標準 245

○

【関】国語に対する関心をもち，すすんで話し合っ
たり，適切に書いたりしようとしている。
（態度）

◎【話聞】友達の発表を聞き，質問したり感想を述
べたりしている。
（話しあい，メモ）

【言】指示語や接続語が文と文の意味のつながり
に果たす役割を理解し，発表をするときに，意識し
て使おうとしている。
（発表メモ，発表）

単元名 3年の漢字のまとめ

3 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，すすんで学習できるように
する。

◇関心のあることなどから話題を決め，必要な事柄
について調べ，要点をメモすること。
　⇒◎Ａ(1)ア
△指示語や接続語が文と文との意味のつながりに
果たす役割を理解し，使うこと。
　⇒伝国(1)イ(ｸ)

◇話し合って考えをまとめたり，意見を述べ合ったり
すること。　⇒Ａ(2)イ

１．国語の学習で心に残ったことやがんばったことを，書き出し
たり話し合ったりする。

○ ○

3

1 ○

おにたのぼうし □登場人物の心の動きを想像しながら，消えていっ
たおにたに手紙を書く。

□場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性
格や気持ちの変化，情景などについて，叙述を基に
想像して読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人
の感じ方について違いのあることに気付くこと。　⇒
◎Ｃ(1)オ
■書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要
に応じて理由や事例を挙げて書くこと。　⇒Ｂ(1)ウ
△言葉には，考えたことや思ったことを表す働きが
あることに気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)
△句読点を適切に打ち，また，段落の始め，会話の
部分などの必要な箇所は行を改めて書くこと。　⇒
伝国(1)イ(ｴ)
△表現したり理解したりするために必要な語句を増
し，また，語句には性質や役割の上で類別があるこ
とを理解すること。
　⇒伝国(1)イ(ｵ)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■目的に合わせて手紙を書くこと。
　⇒Ｂ(2)エ

【関】登場人物の心の動きを想像しながら読み，消
えていったおにたに手紙を書こうとしている。
（態度）

◎【読】場面ごとに移り変わっていく登場人物の心
の動きを想像しながら読んでいる。
（ノート，発言）

◎【読】消えていったおにたについて，一人一人感
じたり考えたりしたことが違うことに気づき，友達の
感じ方や考え方を受けとめている。
（発言）

【書】おにたの心の動きを想像しながら，消えていっ
たおにたに手紙を書いている。
（手紙）

【言】心の動きを表す言葉を見つけ，その意味を想
像しながら読んでいる。
（ノート）

☆道徳：物語の読みをとおして，友
達と互いに理解し，信頼し，助け合
うことについての考え方を深める。

8

（2） ①～⑤の場面では，女の子の言葉や行動と関わって，おに
たの気持ちが移り変わっていく。おにたの気持ちを想像してノー
トにまとめ，話し合う。

○ ○


