
◇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　　☆他教科との関連

月 時数 単元名教材名 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

4

1

１．繰り返し音読し，それぞれの「ケルルン　クック」の読み方を
話し合う。

○ ○

○一連と四連に「ほっ」が繰り返されている。「まぶし
い」から「おおきなくもがうごいてくる。」と，感覚も目
覚めてくる。気持ちも高ぶってくる。それはおのず
と，「ケルルン　クック」の鳴き声にも反映されてくる。

1

２．作者は，なぜ「春のうた」という題名にしたのかを話し合う。

○

○詩全体が「春のうた」ではあるが，それを支えてい
るのは「ケルルン　クック」の響きである。

4

1

１．友達の話を聞き，自分との考えや意見の共通点と違う点に
気づき，整理して話すという学習内容をつかみ，学習の見通し
をもつ。

○

○話の中心に気をつけて友達の話を聞くこと，自分
との考えや意見の同じところや違うところを明らかに
することができるよう意識づける。

２．二人組みになって友達と話し，考えや意見を比べて，共通
点や違う点を発見する。
（1）教科書を読み，全体の流れを知る。

○P8の中西さんの伝え方は，どこがわかりにくいの
か，P10の夏川さんのメモは，どこがわかりやすいの
かを確かめる。

　＊同じクラブの三人を基本に，組みを作る。 ○メモがしっかり書けるように，理由をよく比べなが
ら聞くようにさせる。

（2）やり方をよく確認し，ほかの二人の話をよく聞いてからメモ
を整理して，別の友達に伝える。

○話す方法は定着していると思われるので，何回も
行い，整理して話す力を定着させる。

（3）ほかのクラブに入りたい友達も交えて，前時と同じように繰
り返し話してみる。

1

3．自分と友達の考えや意見の共通点と違う点について考え，
整理をして話すことを意識する。 ○

○日常生活においても，友達との考えや意見の違
いなどを意識して話すことができるように意欲づけ
る。

5
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4

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たせる。

２．松井さんの性格や場面の様子を想像しながら，この物語の
四つの場面を読む。
（1） 松井さんが出会った人物や，もの・ことを場面ごとにまと
め，その時の松井さんの気持ちをノートに書く。

○「気持ち」は本文に書かれている場合もあれば，
読み手の想像をふくらませる場合もある。後者の場
合は，人物の性格や，前後の状況をふまえて具体
的に想像するようにさせる。

☆道徳：物語の読みをとおし
て，相手のことを思いやった
り，親切にしたり，真心を
もって接することついて考え
る。

○松井さんがどのような「人物，もの・こと」に興味を
もったのか，それに対してどのように思ったり，行動
したりしたのか，丁寧におさえる。

※「松井さんの日記」のためのポイント１（見たこと・
聞こえたこと・したこと・思ったことなど，日記につな
がっている。）

○P25の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

（2）ノートに書いたことをもとに，松井さんの性格について話し
合う。

○「ここが大事」に「会話文と地の文」とあるが，人物
をとらえるうえで，その行動（地の文）や語り口（会話
文）は大きな役割を果たしている。（1）でのまとめを
ふまえながら，松井さんの性格を考える。

○注意したいのは，松井さんらしさの表れている行
動や語り口である。この「らしさ」を考える際，自分自
身（読み手）と比較させながら考えさせることもでき
る.

※「松井さんの日記」のためのポイント２（松井さん
の性格・行動の特徴をとらえる）

（3）この物語の地の文でたくさん使われている，においや色を
表す言葉をノートに書き出して，場面の様子を想像する。

○この物語では，「においや色」の描写が特徴的で
ある。これらの描写が，物語全体の雰囲気や，「松
井さんらしさ」を浮き立たせる効果を作りだしてい
る。

※「松井さんの日記」のためのポイント３（作品のも
つ雰囲気を日記にも反映させることができる。）

1

３．松井さんになったつもりで，「この日」のできごとを日記に書
く。 ○

○日記を書くにあたって三つの条件があることを確
認する。そのためには，本文中の言葉を適宜引用
するようにする。

1

（1）今までに学習したことを生かして書く。

○

○教科書の文例のうち，男の子は，「この日」のでき
ごとを順に振り返って書こうとしている。女の子は，
特に印象に残ったできごとを中心に書こうとしてい
る。また，男の子は敬体で，女の子は常体で書いて
いることにも着目させる。どちらをとるかは，書き手
にまかせる。

1

（2）書いた日記を，友達と読み合う。

○

○「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。

4 １．学習の流れを知り，見通しをもつ。
（1）教科書の文章を読む。
（2）試しに１日を選んで，文章を５～６行書いてみる。
（3）友達と交流をし，返事をもらう。

○毎日の生活の中で，心が動いたできごとに意識を
向け，そのできごとを切り取るようにして，ノートに書
き留めていく活動である。最初は気軽にメモしていく
つもりで取り組ませたい。ある程度習慣化してきた
ら，表現の工夫に目を向けさせる。

○うれしいなど，気持ちを直接表す言葉を使わずに
表現するように指導する。
○気楽に書かせ，書くことを習慣づけるようにする。

○交流は，感想を書かせたり，よいところをほめたり
するようにする。

5

3

２．帯単元とし，１回15分程度のモジュールで行う。学期に４回
程度交流を行う。

○ ○

○「心のスケッチノート」は，このあと下巻の第七単
元「心の動きがわかるように」の話題，題材を選ぶ
際に活用できる。自分の「心のスケッチノート」を見
返して，話題を選ぶ楽しさを味わわせたい。

5 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．共通している部分から，何に関係のある漢字かを考え，部
首のはたらきや種類について話し合う。

○部首の定義をおさえさせる。
○提示する具体例をもとに，「部首と漢字の意味に
は深いつながりがある」ということを確認させておき
たい。

３．P28の下段の設問を解きながら，部首と漢字の意味との間
のつながりについて話し合い，ノートにまとめる。

○偏旁冠脚については三年生下巻で学んでいる。
部首は，「へん」だけではない。また，「へん」が部首
とは限らない場合がある。偏旁冠脚と混同しないよ
うに注意する。

４．P29の設問を解きながら，漢字を使った言葉をもとに，漢字
の意味と部首とのつながりについて考える。
５．例示する漢字の部首が，「へん」や「つくり」など構成要素の
どの位置にあるかを確かめる。

○ここでは，これまでの学習経験を想起できるよう
にし，国語辞典や巻末『漢字を学ぼう』などを活用し
て調べる活動を取り入れ，漢字の組み立てと意味に
興味をもって，知識の再構成を図るようにしたい。

６．教科書や国語辞典などを使って，同じ部首の漢字を集めた
り，自分たちで問題を作ったりして，発表する。

○このあとの『漢字辞典の引き方』の学習に資する
とともに，今後の新出漢字を読み取るときの手がか
りとして役立つようにする。

5 ７．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。

８．傍線の言葉に注意して，提示の文を声に出して読む。

９．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢字の練習をする。

10．傍線の言葉を使って，短文作りをする。 ○作った文を互いに発表し合うようにする。

11．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価
し合う。

○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．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直
したりなどの推敲をする。

○三年生で学んだ「漢字学習ノート」を利用して取り
組むとよい。

5 13．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。

14．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。 ○絵の中にある三年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

15．「石炭をつんだ列車が，鉄橋をわたろうとしています。」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。

○

【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】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

三年生で学んだ漢
字①

△絵を見て想像したことをもとに，三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

○ ○

1

四年生で学ぶ漢字
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

○ ○

○

【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】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）

○

【関】漢字の部首に興味・関心をもち，すすんで学習
しようとしている。(観察）

◎【言】部首のはたらきについて理解し，いろいろな
部首ごとに漢字を集めている。(ノート）

1 ○ ○

【関】気持ちを表す表現について，工夫して書こうと
している。(観察）

◎【書】心が動いたことに着目して，その時の様子
や気持ちを読み手に伝わるように書いている。(ノー
ト）

◎【書】書こうとすることの中心を明確にし，短い文
章で表現している。
(ノート）

【言】考えたことを伝えるには，適切な言葉があるこ
とに気づいている。(発言）

1

漢字の広場1
漢字の部首

△漢字の部首について知り，漢字を覚えたり使ったりすると
きに役立てる。

△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

心のスケッチをしよ
う

■心が動いたできごとを，短い文章で表現する。

■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
△考えたことを伝えるには，適切な言葉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，詩をつくったり，物
語を書いたりすること。
　⇒Ｂ(2)ア

○ ○

単元名 一　想像を広げて日記を書こう

白いぼうし □松井さんの行動や気持ちを考えながら読み，松井さんに
なって，「この日」のできごとを日記に書く。

□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
■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
■文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこと。　⇒
Ｂ(1)エ
△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
■想像したことなどを基に，物語を書いたりすること。　⇒Ｂ
(2)ア

【関】松井さんの行動や気持ちを考えながら読み，
松井さんになって，「この日」のできごとを日記に書
こうとしている。(ノート）

◎【読】松井さんの行動や気持ちを，会話文や地の
文など，表現の工夫に気をつけて読んでいる。(観
察）

【書】松井さんの性格や物語の雰囲気を考えなが
ら，松井さんになって，「この日」のできごとを日記に
書いている。(ノート）

【言】人柄や人物の気持ちを表す言葉が，文中で使
われていることに気づいている。(発言）

2 ○

2 ○ ○

○

1 ○

平成27年度版 年間学習指導計画・評価計画案（国語）第4学年

単元名 言葉と出会おう

春のうた □◇声に出して読んだり，共通点や相違点に気をつけて話
したり聞いたりすることを楽しみ，国語学習への意欲をも
つ。
□言葉の響きに気をつけながら，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。　⇒Ｃ(2)ア

【関】言葉の響きに気をつけながら，工夫して音読し
ようとしている。（観察）

◎【読】場面の様子がよくわかるように音読してい
る。（観察）

【言】理解するための言葉を増やしている。
(ノート、発言）

くらべて発見しよう ◇話の中心に気をつけて聞き，友達との考えや意見の共
通点と違う点を整理して，話す。
◇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
◇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
◇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
△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)
◇出来事の説明をしたり，それを聞いてまとめて述べたり
する。　⇒Ａ(2)ア

【関】話の中心に気をつけて聞き，友達と話したこと
をすすんで伝えようとしている。
(観察）

◎【話聞】理由をあげながら共通点と違う点を整理し
て，筋道を立てて話している。
(発言）

【言】表現したり理解したりするために必要な語句を
増やしている。
(ノート）

1 ○ ○



16．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
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。

17．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価
し合う。

○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。

18．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直
したりなど推敲をする。

17

月 時数 単元名教材名 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
5

1

１．単元名とリード文を読み，学習の見通しをもつ。

○

○P32のリード文とP38の前文から，実験の筋道をた
どり，実験・観察とそこからわかった事実とを区別し
ながら明らかになったことを説明するという単元の
流れを確認する。

1

２．実験と観察からわかった事実と，そこから筆者が考えたこと
との関係に気をつけて，文章を読む。
（1）文章で明らかにしようとしていることを題名と第1・2段落まで
をもとに説明する。

○

○題名と第1・2段落から，もんしろちょうが何を手が
かりにして花を見つけるのかを明らかにするという
教材文の趣旨を共通理解する。そのために第3段落
以降の実験・観察の経過があることを確認する。

（2）筆者が取り組んだ三つの実験について，P38・39の1～5の
分け方をもとに，ノートに箇条書きでまとめる。

○1時間あたり一つの実験を扱う。

○「実験1」は，「まず」という言葉に着目させる。

○「実験1」は，どの色の花に集まるかという漠然とし
たねらいのもとに行われ，結論として，第6段落にあ
る「生まれながらに，花を見つける力を身につけて
いる」らしいこともおさえたい。

○「実験2」では，第9段落の「そこで，今度は，」と始
まることをおさえたい。

○「実験3」は，第11段落の「次の」という言葉に注目
させる。

○第14段落が三つの実験のまとめとなり，ここでは
「このような実験から」という言葉に注目させる。

○回数を重ねるごとに児童は方法を習得するだろう
が，最初は，1～5の分け方で箇条書きするのは難し
い。最初の実験については全体で確認しながら進
め，徐々に二人組みやグループでの交流を取り入
れたい。

○（2）の学習活動の中で，「ここが大事」にある結果
と結論，事実と意見の区別を扱う。教材文には，事
実と筆者の考えや推論が交互に書かれる。違った
色で線を引かすなど，工夫したい。

３．「もんしろちょうのよく集まる花」について説明する文章を書
く。
（1）もんしろちょうが四つの花に集まる理由を，三つの実験結果
をもとに説明する文章を書く。

○四つの花に共通しているのは，おしべやめしべが
黄色だということである。ダリアは第14段落の反論を
想定している。児童の実態に応じ，いくつかの構成
のパターンを用意しておくとよい。

（2）書いた文章を，友達と読み合う。 ○三つの実験の筋道と実験から明らかになったこと
が説明できているか，四つの花に集まる理由がわ
かりやすく書けているかなど，視点をもって読むよう
にする。

5 １．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。
２．「日本十進分類法」による「分類記号」や図書館による分類
の仕方で本が並んでいることをを知り，それをもとに本を探して
読む。

○「日本十進分類法」の分類を覚える必要はない。
どのような分かれ方をしているのかを教科書で確か
め，ゲーム性を取り入れながら分類記号をもとに本
を探す経験を積ませたい。

（1）図書館へ行き，本棚や本に数字や記号がついていることを
知り，「日本十進分類法」によって本が並べられていることを確
かめる。

○図書館司書の協力を得て，本に分類番号をつけ
る方法などの話を聞く活動も考えられる。

○次時に向け，分類記号の下に記された「図書記
号」や「巻冊記号」に興味をもたせる。

（2）「分類記号」や「図書記号」などをもとに，探したい本を探し
て読む。

○「図書記号」と「巻冊記号」を説明したうえで，読み
たい本や探したい作者・筆者を決め，本を探して読
ませるようにする。その際，本を読むことが目的では
ないので，多くの本を探すよう声をかけるようにす
る。

○P44のフキダシにあるように，本棚に本をもどす活
動も今後に役立つ。友達と読んだ本を交換し，それ
ぞれが元の棚にもどす活動を取り入れてもよい。

（3）地域の図書館などが，どのような分類の仕方をしているの
か確かめる。

○図書館によっては，絵本などをまとめて置いたり，
話題や行事に合わせて並べたり，特設コーナーを設
けたりしているので，十進分類法をはじめ，どのよう
な並べ方も本を探しやすく，手に取りやすいようにす
る工夫がなされていることを理解させる。

○公共図書館などが近くにない場合には，写真など
でもかまわない。並べ方やラベルの表記に工夫がな
されている図書館を紹介し，より本に関心をもたせ
たい。

6 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．教材文を読んで，漢字辞典の引き方を理解する。 ○漢字の読み方や意味，使い方などを知るには，漢
字辞典を活用するとよいことに気づかせ，漢字辞典
に興味をもたせる。

○教材文にそって漢字辞典の引き方を確認させ，理
解させる。漢字辞典の引き方には，部首索引・音訓
索引・総画索引のどれかを利用して引くことを確認さ
せ，実際に引きながら確認するようにする。小学生
用の辞典では，学年別索引がついている辞典もあ
るので，それに気づかせて引かせることもできる。

３．設問に従って，部首索引・音訓索引・総画索引を活用して漢
字を調べる。

○一人一人が独力で，それぞれの引き方で調べら
れるようにする。

○どの索引を使えば引きやすいかを見当づけられ
るようになることも大切。見当をさせて引かせ，友達
どうしでどの引き方がわかりやすかったのか発表さ
せると，さらに引き方に慣れさせることができる。
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月 時数 単元名教材名 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

１．「学習の進め方」を読み，何を誰に報告するのかを考え，学
習活動の見通しをもつ。 ○

○相手意識や，目的意識をしっかりともたせる。 ☆社会科：社会科見学との
関連を図ることができる。

1

２．北原さんの例に従って，組み立て表までの流れを知り，調べ
たい課題を決め，見学メモの準備をする。

○ ○

○学習の流れを確認し，見通しをもって活動できる
ようにする。

2

３．社会科見学で調べてきたことをもとに，新たな疑問について
調べる。 ○

○教師が教えるのではなく，児童が発見できるよう
にする。

４．組み立て表を作り，友達と交流する。 ○組み立て表の書き方，使い方を指導する。

○引用資料やグラフ，出典を適切に用いるように指
導する。その際，書く内容に対してどのような図やグ
ラフがあるとわかりやすくなるか，客観的な資料を使
うことで，どのような点が明確になるかをおさえてお
くようにする。

５．組み立て表をもとに図を入れながら文章を書き，書いた文
章を推敲する。

○組み立て表と見比べ，必要なことが抜けていない
かを確認する。

3 ○ ○

単元名 三　課題にそって報告文を書こう

見学したことを報告
しよう

■見学したことや調べたことをメモし，組み立て表を作って
構成を工夫した報告文に書く。

■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 
■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 
△考えたことを伝えるには，適切な言葉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

【関】見学したことを報告しようと意欲的に取り組もう
としている。（観察）

◎【書】組み立て表をもとに，相手を意識して構成を
工夫して書いている。（ノート・作文）

◎【書】文章のまちがいを正したり，読み手に伝わる
表現になっているか読み返したりしている。（作文・
行動）

【言】考えたことを伝えるには，適切な言葉があるこ
とに気づいている。（発言）

2 ○

【関】漢字辞典に興味をもち，自分で漢字の読み方
や意味，使い方などを調べようとしている。（観察）

◎【言】漢字辞典の引き方を理解し，わからない漢
字の読み方や意味，使い方を調べている。（発言・
観察）

1 ○

○

2

漢字辞典の引き方

○

【関】「日本十進分類法」をはじめ，図書館の本の分
類の仕方に関心をもって本を探している。（観察）

◎【読】「日本十進分類法」などの分類の仕方をもと
に，読みたい本や作者・筆者の本を探して読んでい
る。（行動・発言）

【言】本を見つけるために「日本十進分類法」などの
分類の仕方を利用して調べている。（発言）

2 ○

1

1

図書館へ行こう
分類をもとに本を見
つけよう

□学校や地域の図書館へ行き，「日本十進分類法」を利用
して本を探して読んだり，図書館の分類の仕方を確かめた
りする。

□目的に応じて，いろいろな本や文章を選んで読むこと。　
⇒◎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)

□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
や文章などを読むこと。
　⇒Ｃ(2)オ
（□物語や詩を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア）
（□記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み合うこ
と。　⇒Ｃ(2)ウ）
（□紹介したい本を取り上げて説明すること。⇒Ｃ(2)エ）

○

単元名 二　わかったことを説明しよう

花を見つける手が
かり

□実験の筋道をたどりながら読み，そこから明らかになった
ことを説明する。

□問題や実験の目的を受けて，事実と結論の関係，実験と
実験の関係を考えながら文章を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□研究の進め方を明確にするために，それぞれの実験の
目的と結果，残された課題などを抜き出しながら読むこと。　
⇒Ｃ(1)エ
■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
△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)

□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】もんしろちょうが何を手がかりにして花を見つ
けているのかを明らかにするために行われた実験・
観察と，そこから明らかになった事実の関係に気を
つけながら読もうとしている。（観察）

◎【読】結果と結論，事実と意見の関係をとらえ，実
験の筋道をたどりながら読んでいる。（発言・ノート）

【書】三つの実験・観察から明らかになった事実と，
四つの花に集まる理由との関係がわかるように段
落構成を考え，説明する文章を書いている。（ノー
ト）

【言】「飛びます」と「飛んでいきます」，「放しました」
と「放してみました」などの言い方の違いを理解して
いる。（発言・観察）

【言】「見る」「見つける」「見分ける」など，仲間の言
葉に関心をもち，言葉集めをしている。（観察・ノー
ト）

4 ○ ○

4 ○ ○

1

三年生で学んだ漢
字①

△絵を見て想像したことをもとに，三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】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】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）



○特に，小見出し，文末表現を丁寧に指導する。

○かぎの使い方，直し方などを確認する。

1

６．クラスで読み合い，感想や意見を交流する。

○

○クラスで交流し，伝えたいことがはっきり伝わるよ
うに書かれているか，意見を述べ合う。
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月 時数 単元名教材名 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
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6 1 漢字５０問テスト

1

月 時数 単元名教材名 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．単元とびらやP58・59を読んで，学習のめあてをつかむ。 ○短歌の特徴をつかみ，短歌を読み，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。
☆道徳：４(6)我が国の文化
や伝統に親しむ。

２．短歌の特徴を知る。 ○P68の柿本人麻呂の歌をもとに，音数を確かめ
る。

☆図書館活用：俳句への関
心を広げる。

３．解説を読みながら，それぞれの短歌の描き出す情景や心情
を想像して音読する。

○写真などを手がかりにしながら，どんな情景や心
情が描かれているのかを頭の中に思い浮かべさせ
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。

1

４．気に入った短歌を選んで，感想を書く。

○

○リズムを意識しながら，何度も声に出して読む。ま
た，気に入った短歌を選んで，感想を書き，友達どう
しで交流させる。

6 １．教材文を読み，旧暦における月の呼称に関して知らせる。 ○教科書の写真や理科図鑑などを活用して，さまざ
まな月の呼称について知らせる。

２．国語辞典などを調べて，月に関わるさまざまな表現を調べ
てノートに書き，友達と交流する。

○辞典を利用して調べる方法を身につけさせる。ま
た，その結果を，互いに交流させる。

6

1

１．単元名やリード文を読み，いちばん伝えたいことをどのよう
にして伝えたらよいかについて話し合い，学習の見通しをもつ。 ○

○いちばん伝えたいことをはっきりさせ，理由や事
例をあげながら，筋道を立てて発表することを理解
させ，意識づける。

２．学習内容をつかみ，学習の流れを知る。
（1）教科書を読み，東野さんの例をもとにして見通しをもち，学
習計画を立てる。

○図表や絵・写真などから読み取る経験をすること
も学習のねらいとなっている。

☆特別活動（朝の会など）：
メモをもとにスピーチをす
る。

（2）写真を決め，読み取れることをメモし，発表し合う。 ○P67の「東野さんのメモ」を参考に，「最初に思った
こと」「気づいたこと」「想像したこと」など，項目ごと
にメモをさせる。

○その他の写真を加えてもよい。

３．発表のための準備をして，発表を行う。
（1）P67を参考にメモにまとめる。

○まず，観点別にノートに書き出し，その後に話の
組み立てを考えるようにする。

（2）組み立てを考え，発表の練習をする。 ○生活班などで聞き合うようにする。

（3）メモに書いたことを見直して発表する。 ○写真を手に持つ場合は，見せ方にも気をつけるよ
うにする。

7 ４．自分や友達の発表を振り返る。
（1）筋道を立てて発表することができたか，人によっていろいろ
な見方や考え方があることがわかったか，振り返る。

○伝えたいことをはっきりさせていたか，理由や事
例などをあげながら話すことができたか，筋道を立
てて発表することができたかなど，話すときの観点
を示しておく。

（2）話すときの観点や聞くときの観点に気をつけて振り返る。 ○写真から読み取ったことがはっきりしていたか，組
み立てが考えられていたか，話にまとまりがあった
か，言葉づかいはどうだったかなど，聞くときの観点
も示す。
○自分の考えとの違いなどがあったかどうかについ
ても考えることができるようにする。

５．P70を読み，写真を見比べる。 ○写真を見比べて，いろいろな違いを理解させる。

○P70は初めに学習することもできる。同じような撮
り方をしている写真を持ち寄るとよい。

６．伝えたいことをきちんと伝えるための方法について話し合
う。

○何をどのように伝えればよいのかを考えて話すこ
とができるように，意識づける。

7 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．形声文字の部首と音を表す部分の関係について知る。 ○全ての漢字に「音を表す部分」があるわけではな
い。ここでは，漢字の中には「音を表す部分」をもつ
ものがあることに着目できればよい。「形声文字」の
語は五年生下巻で学ぶ。

３．例示する漢字の部首と音を表す部分がそれぞれ，「へん」や
「つくり」など構成要素のどの位置にあるかを確かめる。

○部首と同様に，偏旁冠脚のさまざまな位置にある
ことがわかればよい。

４．設問を解き，音を表す部分への関心を深める。
５．音を表す部分の中には，文字によって音が違うものがある
ことを知る。

○この学習をとおして，未習の漢字でも，音を表す
部分を手がかりに，経験的に読み方を推測できるこ
とに役立てればよい。

６．音を表す部分を共通にもつ漢字の仲間を探し，ノートにまと
め，発表し合う。

○漢字辞典や巻末『漢字を学ぼう』などを活用して
調べる活動を十分に取り入れ，興味・関心を喚起で
きるようにする。

7 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。

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。 ○絵の中にある三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，言葉からわかる病院の中の
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．「受けつけで申しこみをする人がいます。」につながる文を考
え発表する。
10．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く。

○「受けつけで申しこみをする人がいます。」につな
がる文の例。「次の人は，具合の悪そうな男の子と
つきそいのお母さんです。そして，待合室にはたくさ
んの人がまっています。」

11．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。

12．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価
し合う。
13．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直
したりするなど，推敲する。

17

月 時数 単元名教材名 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．「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。
○言葉や音が表すイメージについて考えたり，言葉
を作ったりすることをとおして，言葉の特性について
理解するという学習の見通しをもたせる。

２．犬や身近なものを表す名前などをもとに，言葉から受けるイ
メージについて考えて，話し合う。

○「チロ」という言葉から受けるイメージについて考
え，また，なぜそのようなイメージが生じるのかにつ
いて考える。

○言葉から受けるイメージが，誰でも共通のことな
のかどうかなどについて確かめる。

３．擬声（音）語や擬態語をもとに，音とイメージの関係について
考える。

○それぞれの擬声（音）語・擬態語によってどのよう
な感じ方のちがいが生じるかを確かめさせる。

５．自分でお菓子の名前を考えて，意味や気持ちなどが共有で
きるかどうか確かめる。

○形や大きさ・色・堅さなど，具体的に想定すること
が前提になる。自由に発想させたい。

○想定したおかしのどのような性質・特徴を表した
名前なのかをきちんと認識させる。

６．意味や気持ちを伝えられる言葉とそうでないものについて考
え，言葉の特性について理解する。

○自分で考えたイメージを表す名前が，他者に通じ
るものであるようにさせることが大事になる。

○言葉の性質やおもしろさ，他者とイメージを共通さ
せることによって意思を通じ合うことができることな
どについて，常に意識できるようにはたらきかける。

【関】日常生活における言葉の使われ方を考え，新
しい表現を工夫しようとしている。 （観察）

◎【言】言葉や音が表すイメージから言葉を作った
り，その伝わり方を確かめたりし，言葉の性質につ
いて考えている。（発言）

【話聞】自分が作った言葉の意味を，わかりやすく話
したり，友達の作った言葉に対して感想をもったりし
ている。（発表）

2 ○

○

【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】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 六　言葉の使い方を考えよう

1

言葉が表す感じ，言
葉から受ける感じ

△言葉や音が表すイメージや，イメージに即した言葉を考
えたりすることによって，言葉の特性について考える。

△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)
△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)
◇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

◇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
◇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

○

2

三年生で学んだ漢
字②

△絵を見て想像したことをもとに，三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

○ ○

４．「強そうな名前」「はじける感じ」など，言葉（音声）と感覚の
結びつきについて考え，話し合う。

○「おかし」や「そば」など，対象によってふさわしい
擬声（音）語・擬態語があることにも気づかせる。
○清音と濁音・半濁音の感じ方のちがいにも気づか
せる。

1 ○ ○

【関】音を表す部分に着目すると，漢字の読みを推
測できることを理解し，漢字を覚えたり，使ったりす
るときに役立てようとしている。（観察・行動）

◎【言】形声文字の音を表す部分について理解し，
熟語を適切に読んでいる。（発表）

1 ○

1

漢字の広場2
漢字の音を表す部
分

△形声文字における部首と音符について知り，漢字を覚え
たり使ったりするときに役立てる。

△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 ○

2 ○

○

【関】旧暦における月の呼称に関して興味をもち，月
に関わるさまざまな表現を調べようとしている。（観
察）

◎【言】辞典の中から月に関する記述を選んでい
る。（行動・ノート）

【書】ノートに，月に関する記述を選び，書き出してい
る。（ノート）

写真をもとに話そう ◇伝えたいことをはっきりさせて，理由や事例などをあげな
がら筋道を立てて話す。

◇相手や目的に応じて，理由や事例などを挙げながら，筋
道を立てて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
△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)

◇写真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】写真から読み取ったり，想像したりしたことをメ
モしようとしている。（観察）

◎【話聞】読み取ったことを，組み立てに気をつけて
話している。（発表）

◎【話聞】話の中心に気をつけて聞き，自分の考え
との違いを考えながら，感想を伝えている。（発言の
内容）

【言】聞き手に，伝えたいことをはっきりわかりやすく
話している。（発表）

1 月のつく言葉

△旧暦では月に対してさまざまな呼称があったことを知り，
「月」に関係する言葉を集める。

△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)
■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

○ ○

2 ○

2 ○

単元名 漢字５０問テスト

単元名 四　日本語のひびきにふれよう

1

短歌の世界 △短歌を声に出して読み，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】気に入った歌について，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。（観察）

◎【言】短歌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。（音読の様子）

2 ○

3 ○ ○

見学したことを報告
しよう

■見学したことや調べたことをメモし，組み立て表を作って
構成を工夫した報告文に書く。

■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 
■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 
△考えたことを伝えるには，適切な言葉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

【関】見学したことを報告しようと意欲的に取り組もう
としている。（観察）

◎【書】組み立て表をもとに，相手を意識して構成を
工夫して書いている。（ノート・作文）

◎【書】文章のまちがいを正したり，読み手に伝わる
表現になっているか読み返したりしている。（作文・
行動）

【言】考えたことを伝えるには，適切な言葉があるこ
とに気づいている。（発言）



7 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．教材文を読み，修飾語とは何か，そのはたらきはどのような
ものかを理解する。

○前学年の学習では，詳しくするために修飾語を加
えていけばよいことまでは学習しているが，ここで
は，何を詳しくするかの違いとそのはたらきを学習さ
せる。○例示されている二人の会話から，二人の感心して
いることが違うと受け取れるのは，文のどのようなは
たらきの違いなのか，自由に発表させる。
○文の違いに関心をもたせる。

３．P79の設問を考え，答えを発表する。 ○修飾語を見つける上段の問題では，文を詳しくし
ている「どのように」「どこに」は何かという観点から
探させるとよい。
○上段が理解できたら，下段の問題で，かっこに入
る言葉を考える際に，文の内容を詳しくするには，
文のどの部分を詳しく説明しているのかということを
考えさせる。それが「どんな」になのか，「どのよう
に」なのかに結びつくことになる。

6

月 時数 単元名教材名 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

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，音読したり，落
語のように演じたりしてみるという単元の見通しをも
たせる。

２．会話から，場面の様子や登場人物のやりとりを想像して読
む。

○『ぞろぞろ』を中心に考える。ただ，落語一般の
「おもしろさ」にふれてもよしとする。

（1）この話のおもしろさは，どのようなところにあるか，話し合う。 ○「おもしろさ」の視点として，三つの例（フキダシ）
が紹介されているが，これらにこだわる必要はな
い。「おもしろさ」は，個々人によってそれぞれ異な
る。ここでは「話し合う」というより，各自が受け取っ
た「おもしろさ」を交流し合うような活動になる。

○例で，落語の「落ち」についてふれている。「落ち」
についてはいろいろなパターンがあり，この話だけで
は説明が難しい。小話などから考えさせることも考
えたい。
○P97の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

（2）P83１行めから４行めの茶店のじいさんのせりふと，P91１行
めから10行めのとこ屋の親方のせりふから，二人はそれぞれど
のような性格だと思うか，感じたことを話し合う。

○茶店のじいさんの言葉の敬語表現に着目させる。
「……参りました。」「お初に……」「……ございま
す。」

○とこ屋の親方の言葉のぞんざいさに着目させる。
「初めまして。」「……ござんす。」「あるだけのぜにを
……」

○性格を話し合うと同時に，二人の言葉を音声化し
た時の強弱や速さなども話し合わせる。語り口にも，
それぞれの性格が表れる。

※「音読する，演じる」ためのポイント

３．好きな場面を選んで，音読したり，落語のように演じたりす
る。

○音読する（演じる）にあたって，四つの注意点を確
かめる。

○音読する場合は語り口の強弱や速さ，間などに注
意が必要である。「ここが大事」の「音読記号」をもと
に，その時の「気持ち」なども入れて，参考例のよう
な「音読台本」を作っておくとよい。

○演じる場合は，音読に加えて，登場人物どうしの
位置関係や動作（特に上半身）にも気をつける。簡
単な身振り，手振りなども加えて，聞き手にもその場
の様子が目に見えるように気をつける。

5

月 時数 単元名教材名 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５０問テスト ○

1

月 時数 単元名教材名 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
8

1

１．単元名やリード文を読み，役割を決めたり，進行にしたがっ
て話したりする方法について話し合い，学習の見通しをもつ。

○

○司会者や発言者などの役割を把握して話し合に
参加したり，友達との意見や考えの共通点や違う点
を理解したりして，進行に合わせて話し合いができ
るように意欲づけ，学習の展開がつかめるようにす
る。

☆総合的な学習の時間・特
別活動など：司会者や提案
者・記録者などの役割を知
り，分担して話し合いを進め
る。合意形成の仕方を学ぶ
ことに生かせる。

1

２．教科書を読み，秋山さんのクラスの例をもとに学習の流れを
つかむ。

３．これまでの話し合いの仕方を振り返る。
○

○これまでに行ってきた話し合いを想起させる。特
に，「他者の意見をきちんと聞けていたか」「特定の
人だけが発言していなかったか」「目的にそった話し
合いができていたか」「役割をきちんと決めた話し合
いができていたか」などについて，振り返る。

４．進行についての打ち合わせを行い，学級会を行う。 ○学級会の目的を確認する。

（1）秋山さんのクラスの話し合いをもう一度読み，どこがよいの
か発表し，役割ごとの留意点を確認する。

○生活班で出し合い，その後全体で発表し合う。
○自分たちと比べて上手な場面や言い方を具体的
に出し合う。

（2）役割を分担し，計画を立てる。 ○振り返りの際は，脚注にある話し合いのポイント
を生かす。

（3）学級会（1回め）を行い，振り返りをして，次の準備を行う。 ○複数回行うことを知らせ，多くの児童が役割を経
験できるようにする。
○無理のない日程を計画する。

2

2

〈振り返りの観点の例〉

５．自分たちの話し合いについて気になる点に注意できたか，
友達の意見と自分の意見をつないだり，比べたりして話し合え
たか，ノートに書いて発表し合う。

　＊役割分担にそって話し合うことができたか。

　＊話し合いの目的に合った発言ができたか。

　＊話し合いの進行に合わせて発言ができたか。

＊理由を明らかにしながら，自分の考えをきちんと
表すことができたか。

　＊丁寧な言葉づかいで話すことができたか。

　＊他者の発言を正しく聞くことができたか。

＊自分の考えと他者の考えの違い（または同じ
点）に気をつけて話すことができたか。

　＊みんなの意見をまとめることができたか。

　＊話し合いの結論はどうなったか。

６．今後のクラスでの話し合いについて考える。 ○つねに，役割や進行について考え，話し合いの目
的にそった話し合いをしていくことができるよう意欲
づける。

1
１．木村さんたちの学級新聞の作り方を読んで作り方の流れを
知り，学習の見通しをもつ。 ○

○割り付け，トップ記事，題名，見出しなど新聞を書
くうえで必要な事項を確認する。

1
２．どのような新聞を作るのか，どのような記事を書くのか話し
合う。 ○ ○

○相手や目的に応じて何を書くのかを考えさせる。

1
３．記事を書くために取材をする。

○ ○
○相手に応じて取材する内容を考えさせる。

1
４．トップ記事を決め，新聞の割り付けを考える。

○
○新聞の内容，目的に合わせて，トップ記事を決め
させる。

1
５．新聞の記事を書く。

○
○伝えたいことの中心を決めて，簡潔に一文を短く
して書くよう指導する。

1

６．新聞を読み合い，交流する。

○

○書き方がわかりやすいかどうか，交流をさせるよ
うにする。
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単元名 九　感想を友達に伝えよう

9

学級新聞を作ろう ■割り付けを工夫して，わかりやすい紙面の学級新聞を作
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
■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
△考えたことを伝えるには，適切な言葉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

【関】作り方の流れに従って，すすんで学級新聞を
作ろうとしている。（行動・観察）

◎【書】書こうとすることの中心を明確にし，伝えた
いことを正確に書き表している。（ノート・新聞）

【言】考えたことを伝えるには，適切な言葉があるこ
とに気づいている。（記述・発言）

○具体的に場面や言葉をあげるようにする。

3

（5）学級会（3回め）を行い，振り返りをする。

○ ○ ○

○

○

（4）学級会（2回め）を行い，振り返りをして，次の準備を行う。
○ ○ ○

単元名 漢字５０問テスト

単元名 八　よりよい話し合いの仕方を考えよう

クラスで話し合おう ◇司会者や発言者などの役割を果たしながら，話し合いの
進行に合わせ，互いの考えをよく伝え合って話し合う。

◇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
◇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
◇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

【関】司会を務めたり，発言をしたりして話し合いに
参加しようとしている。（観察）

◎【話聞】友達の考えとの共通点や相違点を考えな
がら，司会の進行にそって話し合いをしている。（話
し合いの様子）

【言】自分の考え，思いを適切な言葉で表現してい
る。（発言）

2 ○ ○

○

3 ○ ○

単元名 七　物語の世界を想像して，音読したり，えんじたりしよう

ぞろぞろ（落語） □場面や人物の様子を想像しながら，落語を音読したり，
演じたりする。

□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
△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)
△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

【関】場面や人物の様子を想像しながら，落語を音
読したり，演じたりしようとしている。（行動・観察）

◎【読】場面の様子や登場人物の性格を想像しなが
ら，聞き手に様子がよく伝わるように音読している。
（音読）

◎【読】場面や人物の様子を想像しながら，落語を
音読したり，演じたりしている。（発表）

【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。（発言）

1 ○

○

【関】修飾語とはどのようなものか興味をもち，考え
ようとしている。（観察）

◎【言】文中の修飾語のはたらきを理解している。
（発言・ノート）

1 ○

1

修飾語 △文の中での修飾語のはたらきを理解する。

△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)
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9

1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

○場面を比べながら人物の思い想像して読み，感
想文を書く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，生きることを喜び，生命
を大切にする心をもつことに
ついての考え方を深める。

２．場面を比べながら，ゆみ子の様子と，お父さんとお母さんの
思いを読む。
（1）ゆみ子のしたことと，お父さんやお母さんのしたことをノート
にまとめる。その時の，お父さんやお母さんの願いや気持ちも
想像する。

○「ゆみ子のしたこと」や「お父さん・お母さんのした
こと」は，本文中から具体的に（要約して）引用でき
るが，「願いや気持ち」は，本文にある場合と，読み
手として想像する場合がある。後者の場合は，前後
の，登場人物の言動や状況を根拠として想像をふく
らませる。※「友達への感想」のためのポイント１（戦時下の状
況でのゆみ子の家族）

（2）戦争中の場面と十年後の場面を比べて，違うところをさが
し，それについて考えたことをノートにまとめる。

○「ちがうところ」については，「戦争中」にはなかっ
たこと，あるいは，「十年後」にはできるようになった
ことなども考慮に入れる。

○「十年後」のお父さんについては，意見が分かれ
るところであろう。互いの考えを発表し合うことが大
事で，クラスで一つにまとめる必要はない。
※「友達への感想」のためのポイント２（「戦争」に翻
弄されるゆみ子の家族）
○P121の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

（3）題名の「一つの花」と，文章の中の「一つだけのお花」や「コ
スモスのトンネル」という言葉が，どのようなことを表しているか
考え，話し合う。

○単なる思いつきや感想ではなく，前時までの学習
をふまえて，根拠をはっきりさせながら考えを発表し
合う。
○戦時中の場面では「一つ」「一つだけ……」などの
言葉が頻出している。十年後では，「いっぱい」「お
話ししているかのよう……」「お肉とお魚と，どっち…
…」となっている。「戦争中」と「戦後」をとおして「一
つ」の意味を考えてみる。

※「友達への感想」のためのポイント３

３．心に残った場面やできごとをはっきりさせ，この物語の感想
文を書き，友達に伝える。

○「ここが大事」に「感想文の書き方（例）」がある。
全体を「始め」「中」「終わり」に分けて組み立てを考
える。教科書にある二例はともに「中」部分の一部で
ある。感想の中心は「中」にあるので，三つの観点を
参考に，一・二点にしぼって書くようにする。

○伝える相手は友達である。互いに物語の内容は
知っているという前提である。「中」とともに，「終わ
り」をどう書くか，自分の主張・考えをはっきりさせる
ことが大事である。

10 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．「動作を打ち消す言い方」「動作がすんだことを表す言い方」
「ていねいな言い方」などの観点をもとに送り仮名の違いを考え
る。

○三年生上巻で学んだ内容の定着状況を把握して
おく。
○動詞として使われる漢字について，活用によって
送り仮名がどう変わるのかを具体的に考え，的確に
読み書きできるようにしていきたい。

３．文末表現に着目し，常体を敬体に書き換える。 ○活用語尾を送るという送り仮名の原則的なつけ方
についての理解を深め，活用についての意識がもて
るようにする。

４．例文を，常体と敬体，肯定と否定，現在と過去などにそれぞ
れ書き換え，送り仮名を確認する。

○常体と敬体，肯定と否定，現在と過去などの別に
基づく動詞の語形変化の法則性を経験的に理解で
きるようにする。

５．動詞として使われる漢字のうち，訓読みが複数あるものを取
りあげて，送り仮名によって読み方と意味を使い分けることに習
熟する。

○今後の新出漢字の学習で，送り仮名のつくものに
ついては，送り仮名に注意して書くことができるよ
う，この教材で意識化できるようにする。

６．動詞として使われる漢字を集め，活用によって送り仮名がど
う変わるかを調べ，発表する。

10 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．傍線の言葉を使って，短文作りをする。 ○作った文を互いに発表し合うようにする。

５．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価し
合う。

○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。

６．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直し
たりなど推敲をする。

○三年生で学んだ「漢字学習ノート」を利用して取り
組ませるとよい。

10 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。 ○絵の中にある三年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

３．「男の子が，宿題で調べたことをもとに，発言しています。」
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，三文以上が続く文章を書
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。

５．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価し
合う。
６．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直し
たりするなど，推敲をする。

○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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9 1

ウミガメの命をつな
ぐ

１．単元名とリード文を読み，学習の見通しをもつ。

○

○P6のリード文やP16の前文をもとに，文章を読ん
で自分が興味をもったことをもとに要約し，それを紹
介するという学習の見通しをもたせる。

２．興味をもったことを中心に文章を要約する。
（1）P16に示されている四つの例を参考にしながら，文章を読ん
で興味をもったことを発表したりグループで話し合ったりする。

○興味をもった点は，一人一人違ってよい。文章の
内容だけでなく，筆者の説明の仕方（図や写真・表
などの用い方）に注目する児童もいるだろう。範読の
際は，写真や表などと文章を相互に関連づけながら
読むようにする。

○誰がどのような点に興味をもったのかがわかるよ
うに，短冊などに書かせ，掲示する。

（2）興味をもったことを明確にし，それにそって大事な言葉や文
を書き出す。

○興味をもった点が，文章のどこに書かれているの
か，線を引かせる。
○線を引いた言葉や文をもとに，P16・17の例に従
いながらノートにまとめる。「引用」の習慣をつけるた
め，上段にはページと行を，下段には言葉や文を正
確に書き抜くよう伝える。

○写真や表などに注目した児童には，写真や表の
説明にあたる言葉や文に線を引かせるようにする。

10 （3）書き出した大事な言葉や文をもとに，文章を要約する。 ○P17「ここが大事」を読み，「要約」について共通理
解する時間を設ける。

○抜き出した言葉や文をそのままつなげてしまう児
童もいるので，P16・17の例を参考にし，必要な言葉
や文だけを引用することや，自分の言葉で短く言い
換えてもよいことを知らせる。

○要約に用いた大事な言葉や文・感想などをもと
に，伝えたいことがはっきりとわかる題名をつけさせ
る。

2

３．『ウミガメの命をつなぐ』を読んで，興味をもったことを紹介
する文章を書く。
（1）興味をもった点が明らかになるように，「２．（3）」の学習活
動で要約した文章を生かして書く。

○

単元名 一　興味をもったことをしょうかいしよう

□中心となる語や文をとらえて段落相互の関係や事実と意
見との関係を考えながら読み，興味をもったことをもとに文
章を要約して紹介する。

□興味をもったことを紹介するという目的に合わせて，中心
となる語や文をとらえて段落相互の関係や事実と意見との
関係を考え，文章を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□興味をもったことを紹介するという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，興味をもったところにそって要約したりすること。　
⇒◎Ｃ(1)エ
■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)
△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)

□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】紹介文を書くという目的に応じて，興味をもった
ことをもとに文章を要約しようとしている。(観察)

◎【読】紹介文を書くという目的に応じて，中心とな
る語や文をとらえて文章を読んでいる。（ノート・発
言）

◎【読】紹介文を書くという目的に応じて，要点に注
意しながら読み，文章を引用しながら興味をもった
ところを要約している。（ノート）

【書】要約した文をもとに，興味をもったことがはっき
りと伝わるように紹介文を書いている。（作文）

【言】内容に即した叙述の仕方があることに気づい
ている。（作文・発言）

2 ○

2 ○ ○

○

2 ○ ○

○

○

【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。（発言・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
三年生で学んだ漢

字③

△絵を見て想像したことをもとに，三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

○ ○

1
四年生で学ぶ漢字

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

○ ○

○

【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】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・発
表）

○ ○ ○

【関】送り仮名に興味をもち，すすんで学ぼうとして
いる。（観察）

◎【言】送り仮名に注意して，漢字を読んだり書いた
りしている。（発言・ノート）

1 ○

1

漢字の広場3
送りがなの使い方

△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)

○

2 ○ ○

一つの花 □登場人物の思いを想像しながら，二つの場面を比べて読
み，読んだ感想を友達に伝える。

□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)
△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)

□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，感想を伝える文章を書く
こと。　⇒Ｂ(2)ウ

【関】登場人物の思いを想像しながら，二つの場面
を比べて読み，読んだ感想を友達に伝えようとして
いる。（観察）

◎【読】登場人物の思いを想像しながら，二つの場
面を比べて読んでいる。（音読・ノート）

◎【読】時代の状況や場面の様子がわかる言葉をも
とに，登場人物の思いを考えて，発表している。（発
表）

【書】二つの場面を比べながら登場人物の思いを読
み，心に残った場面やできごとをはっきりさせて，感
想文を書いて友達に伝えている。（ノート・手紙）

【言】時の移り変わりを表す言葉を見つけ，場面の
移り変わりやつながりについて理解している。（ノー
ト・発言）

5 ○ ○

3 ○

1



○P18の例文をもとに，「どのような点に興味をもっ
たのか」「それが文章ではどのように書かれている
のか（要約）」「それに対する感想」という構成で紹介
文を書かせる。

○「中」にあたる要約は「２．（3）」の学習活動で書い
たものをそのまま用いてよい。

1
（2）紹介文を友達と読み合い，よいところを見つける。

○ ○
○何に興味をもち，それをわかりやすく要約できて
いるかという視点で交流させる。

10 もみじ △「もみじ」を扱った言語表現を集める。

△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)
■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

１．教科書の文章から「もみじ」を使った表現や歌を知り，声に
出して読む。

【関】興味をもって，もみじに関する用語を調べようと
している。（観察）

◎【言】もみじに関わる用語や歌などを，辞典などを
使って集めている。（行動・ノート）

【書】集めた言葉や用例をノートに書き出している。
（ノート）

○「もみじ」を使用した言語表現の多様さに気がつ
かせる。また，和歌や唱歌を音読して，文語のリズ
ムに親しませる。

２．「もみじ」に関する歌や言葉を辞典などを使って調べて，ノー
トに書く。

○どのような種類の辞典や参考書を見ればよいの
かを考えさせる。

11

月 時数 単元名教材名 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
10
1

1

「不思議図かん」を
作ろう

１．「学習の進め方」を読み，学習活動の見通しをもつ。

○

○図の使い方，東野さんの工夫（書き出し，参考資
料）に気づかせる。

3
２．取材をする。

○ ○
○気づいたことや疑問に思ったことをメモしたり，
もっと詳しく知りたくなったことを図書館で調べたりす
るよう指導する。

３．組み立て表を作る。 ○図や写真が，どこにどのようにして入るかがわか
るように，図や写真つきの組み立て表を作る。

４．できた組み立て表をグループの友達と交換して読み，意見
を伝え合う。

○できた組み立て表を友達と見合いながら，書き手
の目的や意図，伝えたい内容と表現の関係に注意
して，わかりやすく伝えられているか，意見を述べ合
うようにする。

3
５．図鑑の原稿を書く。

○ ○
○必要に応じて図や写真などの資料を入れたり，資
料と関連する表現を書かせたりする。

11 1

６．作ったページを交換して読み合う。

○

○伝えたいことがはっきりと伝わるような表現になっ
ているかどうかという観点で交流させる。

1
７．表紙や目次をつけて，図鑑を作る。

○
○表紙，目次などをつけて本の形にする。

11 漢字の広場4
いろいろな意味を表
す漢字

△一つの漢字には，複数の意味がある場合が多いことを理
解する。

△表現したり理解したりするために必要な語句について，
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)
△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．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 【関】漢字のもつ複数の意味について興味・関心を
もち，すすんで学習しようとしている。（観察）

◎【言】複数の意味別に熟語をまとめ，一つの漢字
には複数の意味がある場合が多いことを理解して
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。

２．P27の上段の設問を解き，「手」という漢字がもつ複数の意
味を考え，意味別に熟語を集める。

○一つの漢字に，いくつかの意味を表すことがある
ことを「手」を例に知らせる。
○この漢字から構成される語句は，低学年で学習し
たときには，具体的なものごとを表す具象語が中心
であったが，同じ漢字からは抽象的な概念を表す抽
象語も構成されている。その双方があることに気づ
けるようにする。

３．P27の下段の「家」「長」「目」がもつ複数の意味を，漢字辞典
を使って調べる。

○漢字の意味と，熟語や複合語などの語句の意味
とを関連させて考える習慣を身につけさせるようにし
たい。４．P28の設問のそれぞれの言葉の意味を考え，「本」「親」「名」

「原」「着」がもつ複数の意味と比べる。
○設問に取り組む前に，「本」「親」「名」「原」「着」が
構成する語句にはどんなものがあったか，これまで
の学習経験から想起できるようにするとよい。

○漢字を中心にその漢字から構成される語句を，意
味ごとにつないでいくようなマップ図にまとめるとよ
い。５．漢字辞典を使って，これまでに学習した漢字がもつ複数の

意味を整理し，意味別に熟語を集め，ノートにまとめる。
○漢字辞典を活用して調べる活動を取り入れ，漢字
の意味と語句の意味との関連に興味がもてるように
したい。

11 三年生で学んだ漢
字④

６．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。

７．教科書の絵を見て，描かれている様子について説明する。 ○絵の中にある三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，言葉からわかる校庭の様子
をできるだけたくさん発表できるようにする。

８．「校庭で楽しく野球をしている人たちがいます。」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。

９．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く。
10．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。

11．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価
し合う。
12．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直
したりなど推敲をする。

14

月 時数 単元名教材名 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
11

1

ごんぎつね １．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

【関】登場人物の移り変わっていく行動や気持ちを
想像しながら読み，物語にそった副題を考えようとし
ている。（観察）

◎【読】登場人物の移り変わっていく行動や気持ち
を，情景描写などとも関わらせながら，想像豊かに
読んでいる。（音読・発表）

◎【読】副題をつけるために，場面の移り変わりに注
意して文章の中心となる大事な事柄に着目して読
んでいる。（発表・ノート）

【書】副題を考えるなど，関心のあることから書くこと
を決めて書いている。（ノート）

【言】性格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・ノート）

○登場人物の行動や気持ちを想像しながら読み，
どのような話かを表す副題をつけ，さらに，本のおも
しろさを紹介す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，生命の尊さを感じ取り，
生命あるものについての見
方を深める。

２．場面ごとに，ごんの行動や気持ちを読む。
（1）「１」の場面を読んで，ごんの性格を話し合う。

○性格は，その人物の感じ方や考え方，行動などに
見られる特徴である。それは，言葉や行動，様子な
どに表れる。
○教科書の男の子は，ごんのすんでいる様子を，女
の子は，ごんの行動を指摘している。これは，様子
や行動をとおして性格を考えていこうするヒントに
なっている。

○単に「○○なきつね」と指摘するだけでなく，なぜ
「○○」なのか，あるいは，どうして「○○」になった
のかなど，描かれているごんの言動をとおして考
え，話し合う。※「副題」のためのポイント１（性格の視点から考え
る。）

○

○

【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】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 三　テーマを決めて，本をしょうかいしよう

□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。

□登場人物の移り変わっていく行動や気持ちを想像しなが
ら読み，副題を考える。

□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
□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)
△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
■収集した資料などを効果的に使って，文章を書くこと。　
⇒Ｂ(2)ウ

1 ○

2

△絵を見て想像したことをもとに，三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

○ ○

1 ○

1 ○ ○

単元名 二　ぶんたんして図かんを作ろう

■図や写真などの資料を活用し，紙面を工夫して図鑑を作
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
■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)

■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】「不思議図かん」を作ろうと意欲的に活動しよう
としている。（観察・図鑑の内容）

◎【書】「不思議図かん」に必要なものを調べたり，
図を入れたりして表現をしている。（行動・図鑑）

【言】伝えたいことを伝えるには，適切な表現がある
ことに気づいている。（発言・作文）

【書】書いたものを発表し合い，書き手の考えに意見
を述べている。（発表の様子）

1 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

2

３．『ウミガメの命をつなぐ』を読んで，興味をもったことを紹介
する文章を書く。
（1）興味をもった点が明らかになるように，「２．（3）」の学習活
動で要約した文章を生かして書く。

○

【関】紹介文を書くという目的に応じて，興味をもった
ことをもとに文章を要約しようとしている。(観察)

◎【読】紹介文を書くという目的に応じて，中心とな
る語や文をとらえて文章を読んでいる。（ノート・発
言）

◎【読】紹介文を書くという目的に応じて，要点に注
意しながら読み，文章を引用しながら興味をもった
ところを要約している。（ノート）

【書】要約した文をもとに，興味をもったことがはっき
りと伝わるように紹介文を書いている。（作文）

【言】内容に即した叙述の仕方があることに気づい
ている。（作文・発言）

○



（2） ごんの気持ちがわかる表現を場面ごとにノートに書き出し，
気持ちの移り変わりを話し合う。

○「考えたこと」は，読み手の想像が主となる。その
場合，前後の，登場人物の言動や状況を根拠として
想像をふくらませる。教科書の例を参考にする。
○ごんの「気持ちの移り変わり」は一定ではない。
「めりはり」をつかむことも大事である。

○さらにまた，「小さな変化」と「大きな変化」との関
わりはあるのか。あるとすれば，どのような関わり
か，なぜそのように関わるのかを考える。
○「ここが大事」で「情景を読む」を取り上げている。
その一つに，「情景びょうしゃを人物の気持ちに重ね
ること」とある。人物の気持ちは，行動や表情，ある
いは直接的な表現などで表されることが多いが，情
景によっても表現されることに留意したい。

※「副題」のためのポイント２

３．この物語がどのようなお話なのかを表す副題を考えて，発
表する。
（1）自分で考えた副題をつけ，その理由もノートに書く。

○ここで「副題」（サブテーマともいう）をつけるねらい
としては，次の『読書発表会をしよう』につなげる意
味で，この物語を読みたくなるように，内容をわかり
やすくしたり，内容を引き立てたりするようなことが
ある。（2）考えた副題を発表し合う。 ○自分の気がつかなかった点に着目する。

11 「読書発表会」をし
よう

□紹介したい本を何冊か選び，「読書発表会」で発表する。

□目的に応じて，いろいろな本や文章を読むこと。 ⇒◎Ｃ
(1)カ
△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)
△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)

□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

４．紹介したい本を選び，「読書発表会」の準備をする。 【関】紹介したい本を数冊選び，「読書発表会」です
すんで発表しようとしている。（行動の様子）

◎【読】日常の読書をもとに「読書発表会」で発表す
る本を選び，その準備をしている。（観察・発表）

【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。（ノート）

○教科書P50・51にある，手順や，「組み立てメモ」を
もとに，発表の練習をする。

☆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。

○「組み立てメモ」のうち「終わり」にある四点につい
ては，その全てにふれる必要はなく，一・二点程度
でよい。

○本時以外でも，日常的に読書をする機会を設けて
おきたい。

５．「読書発表会」をする。 ○「始め」のまとめ方ついて，教科書の例文は，

「木村さん」は，「なぜ，このテーマにしたのか。」
で，「東野さん」は，「紹介する本の題名」で，「秋山さ
ん」は，「なぜ，これらの本を選んだのか。」で，書い
ているので参考になる。また，二つ程度の視点で
「始め」をまとめることも考えられる。

○友達の発表を聞いて読みたくなった本も出てくる。
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したい。

11 二つのことがらをつ
なぐ

△二つの事柄をつなぐとき，使う言葉によって内容が大きく
変わることを理解し，接続語のはたらきを意識して，正しく
使い分ける。

△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)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをもつ。 【関】接続詞や接続助詞のはたらきに気づき，その
違いについても考えようとしている。（観察）

◎【言】接続詞や接続助詞を適切に使って二つの事
柄をつないでいる。（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。

２．教科書を読み，二つの事柄をつなぐ言葉（接続詞や接続助
詞）のはたらきについて話し合う。

○例示されている会話文で，使われる接続助詞によ
り，意味が大きく変わることに気づかせ，接続詞・接
続助詞の使い方に興味をもたせる。

○接続助詞によるつなぎ方の違いで，あとに続く文
がどのように変わるかに注目させると理解しやすく
なる。３．接続詞や接続助詞のはたらきを考えながら，P55の下段の

設問の答えをノートに書き，発表し合う。
○設問の答えをノートに書かせたものを発表する際
には，接続詞・接続助詞の意味を十分に考えさせ，
あとにはどのような文が続くのか見当をつけさせた
うえで，適切な文を書くようにさせたい。

○何となく感覚で書き，接続詞・接続助詞のつなが
りの意味が確認できずに，あやふやになってしまう
のは避けたい。

16

月 時数 単元名教材名 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
11 故事成語 △故事成語の意味を知り，友達に紹介するためのカードを

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)

１．教材文を読んで，知っている故事成語について話し合う。 ○「五十歩百歩」を読んで，意味と成り立ちがあると
いう故事成語の特徴をおさえる。

☆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。

○「五十歩百歩」「漁夫の利」「蛇足」「矛盾」にあて
はまるような日常生活の場面を想起し，故事成語が
どのように生活の中で使われてきたのかを考えさせ
る。

1

２．教科書P61に例示されている故事成語について，辞典を
使って意味と成り立ちを調べる。 ○

○「国語辞典」や「漢字辞典」のような辞典を使って
調べ，ノートにまとめさせる。

３．故事成語を集めて，その意味を辞典を使って調べ，カードに
書き，互いに交流する。

○辞典で，集めた故事成語の用法も調べさせる。

○使いやすい大きさのカードを用意しておくとよい。
カードを交換して，友達どうしで読み合うようにする。

12

1

物語を書こう ■あらすじを考えて，物語を書く。

■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)

■身近なこと，想像したことなと ゙を基に，詩をつくったり，物
語を書いたりすること。
　⇒Ｂ(2)ア

１．教科書を読んで活動の流れを知り，学習の見通しをもつ。

○

○学習の流れを知り，単元のゴールを明確にする。
また，児童に「書きたい」という気持ちが生まれるよ
う言葉がけをする。

1
２．「できごとアイデアカード」を書いて，物語のテーマを決め，
「登場人物カード」を書いて，登場人物を決める。

○
○一人で考えるのではなく，グループや二人組みを
クラスの実態に応じて取り入れる。

３．物語の舞台を決め，簡単なあらすじを文や絵などで表す。 ○児童の発想を大切にし，楽しい活動になるように
する。
○場面の様子が４コマまんがのようになるように書
かせる。
○起承転結をおおまかに意識させる。

４．物語を書く。 ○会話文などを適宜入れながら書かせる。

○場面ごとに段落を変えるなど，段落を意識させ
る。○文章量はクラスの実態によるが，あまり長くなく，
800～1200字程度にしたい。字数を意識して，どの
場面が何字程度か意識をもたせる。

1
５．物語を読み合う。

○ ○
○交流し，友達の作品の内容面・記述面，両方で感
想を言わせる。

10

月 時数 単元名教材名 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５０問 テスト ○

1

月 時数 単元名教材名 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

○

単元名 漢字５０問テスト

単元名 標茶町学力向上サポートプラン

○ ○

【関】物語を作ろうと意欲的に活動しようとしている。
（観察・交流の様子）

◎【書】物語のあらすじを絵や文章から考えて，段落
相互の関係などに注意して工夫して書いている。
（カード・作文）

【言】会話文，段落分けなどを適切に行って書いて
いる。（作文）

単元名 四　日本の文化に親しもう

1 ○

【関】故事成語が使われる場面を考え，使い方を考
えようとしている。（観察）

◎【言】長い間使われてきた故事成語などの意味を
知り，使い方を考えている。（ノート・カード）

2

2 ○ ○

1 ○

1 ○

1 ○ ○

3 ○ ○

3 ○ ○

2 ○ ○

4 ○ ○



12 1 CRT

1

月 時数 単元名教材名 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 詩を楽しもう

いろいろな詩

１．『いろいろな詩』
（1）題名からどのような言葉を思いうかべるかを考える。

○まずは，題名と詩とのイメージのつながりを話し
合う。

○そのうえで，題名から浮かぶ，自分なりのイメージ
を一行程度の言葉で表す。

おおきな木 ２．『おおきな木』
（1）詩に見られる工夫を考える。

○視覚的な効果（作品全体が木の形）

○初行と終行との対応

○「おおき」の繰り返し

○「おおき」の意味の違い

○関西弁のおもしろさ

とびばこ　だんだん ３．『とびばこ　だんだん』
（1）なぜ，とびばこが「かいぶつ」に見えたのかを考える。

○二連の視覚的な効果，高くなるにしたがって「…
…かな」「……よな」と変化している。そして，三連は
失敗の連続のようである。

○なぜ，「かいぶつ」に見えたのか，また，自分なら
何に見えるだろうかということを考える。

12 漢字の広場5
熟語のでき方

１．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 【関】熟語のでき方に興味・関心をもち，すすんで熟
語を集めようとしている。（観察）

◎【言】熟語の定義や熟語の構成について理解して
いる。（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。

２．「熟語」の定義を知り，漢字の意味を考え，熟語の構成につ
いて理解する。

○「熟語」は今後も常用する用語なので，定義をしっ
かりおさえさせる。

３．上の漢字が下の漢字を修飾する熟語について問題に答え
たり，集めてノートにまとめたりする。

○上巻P78『修飾語』での学習を生かすようにする。

４．P72の下段の設問を解きながら，それぞれの漢字と語句の
意味を考える。
５．集めた熟語をもとに，短文作りをする。

○「熱い湯」から「熱湯」を想起させるとともに，逆に
「熱湯」を「熱い湯」と読み下すことができるようにす
ることが大切である。熟語をもとの単語に分解し，意
味を類推できるようになることが重要である。

６．似た意味の漢字を組み合わせた熟語について問題に答え
たり，集めてノートにまとめたりする。
７．反対の意味の漢字を組み合わせた熟語について問題に答
えたり，集めてノートにまとめたりする。

○「にた意味の漢字を組み合わせた熟語」は，現代
日本語の二字熟語のうち約2割を占める。使用機会
が多いことと，抽象的な概念を表す語に多いことか
ら，この教材で意識的に取り組み，漢字の意味から
語句の意味が想起できるようにしたい。

８．国語辞典や漢字辞典を使い，集めた熟語の意味を調べる。 ○国語辞典や漢字辞典を活用して，漢字の意味と
語句の意味との関連を調べるようにする。

12 四年生で学ぶ漢字
③

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．傍線の言葉を使って，短文作りをする。 ○作った文を互いに発表し合うようにする。

５．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価し
合う。

○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。

６．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直し
たりなど推敲をする。

○三年生で学んだ「漢字学習ノート」を利用して取り
組ませるとよい。

12 三年生で学んだ漢
字⑤

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。 ○絵の中にある三年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

３．「荷物を配送しています。」につながる文を考え発表する。

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く。

○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。

５．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価し
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。

６．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直し
たりなど推敲をする。

○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。

6

月 時数 単元名教材名 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

「便利」ということ １．単元名とリード文を読み，学習の見通しをもつ。

○

【関】「便利」とはどういうことかを考え，自分の経験
と照らし合わせながら文章を読もうとしている。（観
察）

◎【読】「便利」「不便」という視点で筆者が伝えようと
していることを考えるという目的に応じ，事実と意見
との関係をおさえ，文章の要点に注意しながら読ん
でいる。（音読・発表）

◎【読】筆者の考えを読み，自分なりに「便利」につ
いて考えたことを発表し合い，友達との考え方や感
じ方の違いについて受けとめている。（発表・話し合
いの様子）

【書】文章中の言葉や文を引用しながら，自分の経
験をもとに事例をあげ，「便利」について考えたこと
を文章に表している。（ノート・作文）

【言】「不」を使った言葉集めや，「不便です」を述語
とした文作りなどを通して，語句を増やしている。
（ノート）

○さまざまな道具や設備から「便利」について考え，
身のまわりの「便利」について考えたことをまとめる
という単元の流れを確認する。

☆道徳：本文の読みを通し
て「便利」について考え，相
手のことを思いやり，助け合
うことへの見方を深める。

○「チャイム」「はさみ」「歩道橋」という三つの道具や
設備について考えさせる。第5段落に書かれている
「耳の不自由な人」にとっては「便利」だが，「目の不
自由な人」にとっては「不便」であることに注目させ
る。

○第7段落の「便利」の定義は，「便利」について考
える際の土台となるため，共通理解を図りたい。

○第9段落は「便利」と「不便」について述べられ，第
11段落にはさみが例としてあげられている。写真の
はさみはどのような立場の人にとって「便利」なの
か。写真の包丁についてもノートにまとめさせる。

○第13段落の歩道橋の例は，「便利」と「不便」がわ
かりやすい。第15段落をもとに「便利」と「不便」を
ノートにまとめたあと，「不便」を少なくする二つの改
良例と，それによって「便利」に感じる人についても
まとめさせる。

○どの段落を読めば，その道具や設備について考
えられるかを全体で確認し，一人一人がまずノート
にまとめ，それをグループや全体で交流させる。

2

（2）筆者が伝えようとしていることを考え，話し合う。

○

○筆者が伝えようとしていることがわかる言葉や文
に線を引かせる。そのうえで，線を引いた箇所を二
人組みやグループで交流し，全体での話し合いを通
して，一人一人がノートに考えをまとめるようにす
る。

３．文章と自分の経験を結びつけ，「便利」について考えたこと
を文章に書く。

○文章に示された道具や設備をもとに，自分の身の
まわりを見つめ直させる。

1 （1）見たことや聞いたこと，したことなど自分の経験から，「便
利」だと感じた道具や設備を想起する。必要に応じて，グループ
で交流する。

○さまざまな設備や道具を事前に調べ，児童に提
示できるようにしておきたい。P85にある参考図書な
どを教室に用意しておくとよい。

（2）書く題材が決まったら，文章中からその題材の「便利」さを
裏づける言葉や文を探す。

○P83「ここが大事」を読み，経験と文章を結びつけ
ることの大切さを知らせたい。

（3）「便利」について考えたことを，文章中の言葉や文を引用し
ながら自分が決めた題材をもとにして書く。

○書こうとする題材が決まったら，その題材が「便
利」であることを裏づける言葉や文を文章中から探
すようにする。

1

（4）グループで文章を読み合い，感想を話し合う。

○

○誰にとって便利（不便）なのか，言葉や文を適切
に引用できているか，便利について考えたことが伝
わるか，などで感想を話し合わせる。

○

3 ○ ○

【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】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 五　「便利」について考えよう

□「便利」とはどういうことかを考えながら読み，自分の経験
と照らし合わせながら考えをまとめる。

□問題を受けて，どんな道具や施設・設備が，どんな立場
の人を考えて作られたか，その長所と短所は何かを整理し
ながら読むこと。　⇒◎Ｃ(1)イ
□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
□道具や施設・設備の発展，その発展を支えた「便利」とい
うことに対する考えを探るために，いろいろな本や文章を選
んで読むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■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)
△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)

□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

2

２．文章に示されたさまざまな道具や設備から「便利」さについ
て考えるとともに，それらの例をもとに筆者が伝えようとしてい
ることを話し合う。
（1）P82に示された三つの道具や設備について，誰にとって「便
利」であるか，文章から考え，ノートにまとめる。

○

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

○ ○

【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】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

△絵を見て想像したことをもとに，三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

○ ○ ○

1

△二つの漢字を組み合わせた熟語の構成について，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。

△表現したり理解したりするために必要な語句について，
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)
△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

□さまざまな形の作品を読みながら，詩の世界を楽しむ。

□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
△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

○ ○

【関】さまざまな形の作品を読みながら，詩の世界を
楽しもうとしている。（観察）

◎【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。（音読）

【言】理解するための言葉を増やしている。（発言･
ノート）



9

月 時数 単元名教材名 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
1 六 ポスターを使っ

て発表しよう

調べてわかったこと
を発表しよう

◇ポスターセッションで，調べたことについて写真やグラフ
などの資料をもとに筋道を立てて説明したり，話の中心に
気をつけて聞いたりする。

◇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
◇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
◇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
△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)

◇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，資料を効果的に活用して発表す
る方法について話し合い，学習の見通しをもつ。

【関】ポスターセッションに意欲的に参加しようとして
いる。（行動・観察）

◎【話聞】理由や事例をあげて資料をもとにわかり
やすく話している。（発表）

◎【話聞】聞き手に話の中心が伝わっているか，確
かめながら話している。（発表）

【言】調べたり，ポスターを書いたりする際に，意味
のよくわからない言葉を辞典で調べている。（行動・
ノート）

○ポスターセッションを行い，調べたことについて写
真やグラフなどの資料をもとに筋道を立てて説明し
たり，話の中心に気をつけて聞いたりすることを理
解し，学習の流れをつかませる。

☆社会科・理科・総合的な
学習の時間など：調べたこと
や観察したことをポスターを
使って効果的に発表する。

２．「ポスターセッション」のやり方を知る。
（1）教科書を読んで全体の流れを確認する。

○発表を行うと同時に，質問や意見交換の場が大
切であることを確認する。

（2）学習計画を立て，テーマやグループを決める。 ○P86の「学習の進め方」で，学習の流れを確認す
る。○P87の「ポスターを使った発表会の進め方」で，発
表会の仕方を確認する。

３．グループで調べたいことを話し合う。
（1）テーマにそって調べる。
（2）調べる方法を考える。

○「町の公共のしせつ」という大きなテーマに対し
て，自分たちはどこに焦点化するのかを決めるため
に，写真などを持ち寄る。
○「駅のエレベーター」のように具体的に調べること
を決め，それに適した調査方法を考える。

2

４．ポスターの内容を考え，効果的なつくりになるよう工夫して
まとめる。

○ ○

○ポスターを示しながら発表をするので，ポスター
に書くべきことと口頭で説明すべきことを区別するよ
う工夫させる。

５．発表の練習をする。 ○グループ内の分担を工夫する。

2 ○二人組みのグループを作って，練習を聞き合うよ
うにするとよい。

６．ポスターを使って発表会をする。
（1）発表するときと聞くときの大事なことを確認し，ポスターセッ
ションを行う。

○発表会は，発表するグループと聞くグループとが
交替して，相互に聞き合えるようにする。

○聞き手は，自分たちの調べたこととも考え合わせ
て聞く。
○場の設定や時間配分を工夫し，なるべく多くの回
数を行うとよい。

（2）振り返りを行う。 ○振り返りでは，ポスターの書き方や，この発表形
式のよさを評価することも大切である。

○資料を効果的に活用してポスターを作り，発表す
る方法について，日常生活でも行っていけるよう意
欲づける。

2 漢字の広場6
同じ読み方の漢字
の使い分け

△異字同訓や同音異義語の使い分けについて意識をもっ
て，漢字を読んだり書いたりする。

△表現したり理解したりするために必要な語句について，
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)
△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．学習内容を理解し，学習の見通しをもつ。 【関】異字同訓や同音異義語を使い分けようとして
いる。（観察）

◎【言】異字同訓や同音異義語を使い分けて，漢字
を読んだり，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。

２．P95の上段の設問を解き，場面の様子や意味を考えて，異
字同訓を使い分けることを理解する。
３．これまでに学習した漢字の中には，どのような異字同訓が
あるのかを，国語辞典や漢字辞典などを使って調べて，ノート
にまとめる。

○同訓や同音の語の中には「着る」と「切る」，「意
外」と「以外」のようにアクセントによって弁別できる
ものがある。同じ読み方の部分に注意しながら用例
の文を声に出して読み，言葉の響きへの関心を高
めるようにしたい。

４．P95の下段の設問を解きながら，意味を考えて同音異義語
を使い分けることを理解する。

○組みごとのそれぞれの漢字のもつ意味と使い方
を正しく理解できるようにすることが大切である。国
語辞典や漢字辞典を利用し，それぞれの漢字の意
味や使い方（熟語など），用例（文など）を調べて比
較し，整理できるようにしたい。

５．異字同訓や同音異義語を使った短文を作り，それぞれの意
味の違いを話し合う。
６．漢字の意味を考えて，P96の設問を解き，それらの言葉を
使った短文を書く。

○この学習を通して，同じ読み方であっても漢字や
熟語の意味が全く異なることがあるおもしろさに気
づかせることが大事である。言葉の使い方の感覚に
いっそうの関心をもつことができるようにしたい。

○「ショウ」も「チョウ」も音読みであるということに着
目させる。

○これまでに学んだ「ショウ」「チョウ」の音をもつ漢
字を想起し，巻末の『漢字を学ぼう』を活用するなど
してノートにまとめるとよい。

2 三年生で学んだ漢
字⑥

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。

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。 ○絵の中にある三年生で学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

９．「有名な童話や昔話を読んでいます。」につながる文を考え
発表する。
10．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く。

○絵に描かれたことと，言葉からわかる絵に描かれ
た場面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。

11．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。

12．作った文を発表し合い，正しく漢字が使われているか評価
し合う。
13．文を読み返し，まちがいを正したり，よりよい表現に書き直
したりなど推敲をする。

2 点（、）を打つところ △読点のはたらきを理解して，正しく使い分ける。

△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)
△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)

１．学習内容を理解し，日常化への見通しをもつ。 ○教材冒頭のフキダシによって，日常の言語生活と
の関連を意識づける。

２．「ここではきものを……」「姉は笑って……」の二つの例文を
読み，読点のはたらきや読点の必要性いについて話し合う。

○例示された文を声に出して読むことで，なぜ，点を
打たなければならないのかの問題意識を明確にも
たせる。

３．二つの例文に読点を打ち，意味がどう変わるのか確かめ
る。

○読点を入れて読むことにより，読点が読みやすさ
に及ぼす影響を考えさせる。

４．読点の打ち方の原則を理解する。 ○どのように打つべきかの原則を，教科書にそって
学習する。

○

○

【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】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）

1 ○

【関】読点のはたらきに気づき，意味が正確に伝わ
るように読点を打とうとしている。（観察）

◎【言】読点の基本的な打ち方を理解し，文章の中
で使っている。（ノート・作文）

1

2

△絵を見て想像したことをもとに，三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

○ ○

1 ○ ○

1 ○

2 ○

1 ○

2 ○ ○

単元名 六　ポスターを使って発表しよう

1 ○



５．P99の下段の設問として示されている「点を打つ場所」に気
をつけて読点を打つ。

○適切にくぎって，読みやすい文章を作るようにす
る。適切にくぎれるかは，文の意味を理解している
かにつながる。

○文を書くときにも，読む人の立場に立って読点を
打つようにする意識をもたせたい。
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月 時数 単元名教材名 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
2 心の動きがわかる

ように
１．「学習の進め方」を読んで学習の流れを知り，見通しをも
つ。

○教科書を読み，学習の進め方を確認し，単元の
ゴールを明確にする。

○吉岡さんの作品を読み，よいところを読み取る。
（様子が詳しく書かれている，いちばん伝えたいこと
を「中」にもってきて詳しく書いている，など。）

２．伝えたいことを中心に，できごとをカードに書き出す。 ○カードにどんどん書き出して，思い出させる。

○一人で思いつかない児童には，友達にインタ
ビューさせて書かせるなど，まず口頭で言わせるよ
うにする。

３．カードをもとに組み立て表を作り，それをもとに友達に書く内
容を説明しながら，お互いに意見を交換する。

○組み立て表をもとに交流し，書きたいことを一つ
にしぼるようにする。

○書きたいことが詳しくなるように，友達に質問して
もらい，詳しく書けるようにする。

○中心となる場面が「中」になるようにする。

４．友達からもらった意見を参考にして，組み立て表を見直し，
書く内容を考え直す。

○友達の意見を参考に，組み立て表を見直し，もう
一度書く内容を整理させる。

５．文章を書く。 ○中心となる場面を「中」にもってきて，詳しく書かせ
る。
○会話文を多く入れさせる。

○段落意識をもたせ，場面ごとに段落を変えるよう
にする。

2

６．書いた文章を読み返す。

○

○中心となる場面が詳しいか，文字のまちがいや主
語・述語のねじれはないか，気持ちを表す言葉はそ
の言葉で適切か，段落分けはできているか，などを
確認する。

3 ７．できあがった作品を読み合う。 ○内容面で感想を伝えるだけでなく，書き方の工夫
も伝えるようにする。

○心の動いた場面が詳しく書けたかどうか振り返ら
せる。

10

月 時数 単元名教材名 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

木竜うるし（人形げ
き）

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

○登場人物の，考えの違いや移り変わりを読み，気
に入ったところを音読劇で表現するという単元の見
通しをもたせる。

☆道徳：物語の読みをとおし
て，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．『木竜うるし』を読んで，権八と藤六の性格の違いと，考えの
移り変わりをとらえる。
（1）権八と藤六の性格のわかるところに線を引き，二人の性格
について話し合う。

○権八は，起伏する感情や意思が大きく表れている
箇所に線を引いていけば考えやすい。藤六は，「ば
か正直」「気立てのええやつ」などと，権八の視点か
ら語られている。それらをふまえながら，他の場面で
の言葉や行動，気持ちなどをとおして考えていくこと
も必要である。

○それぞれ「○○な人」と，一面的に限定することは
避けたい。さまざま視点から，登場人物に光が当て
られように話し合いを進めたい。

※「音読劇」のためのポイント１（性格をとらえること
で，せりふに抑揚をつける。）

（2） 権八の考えや気持ちは少しずつ変化していく。それがわか
るせりふと，変わったわけを，ノートにまとめる。

○権八は，冒頭と結末で，言動や気持ちに大きな変
化がみられる。権八の気持ちが変化し始めたのは
どこからなのか，どのように変わっていったのか，
個々のせりふをとおして考えさせる。

○「変わったわけ」については，前後の状況をふま
えながら，根拠をはっきりさせて想像をふくらませる
ようにする。

※「音楽劇」のためのポイント２（気持ちの変化は，
せりふの抑揚につながる。）

（3） 気に入ったところを，人物の気持ちも加えて，物語のような
文章に書きかえる。そして，脚本との違いを話し合う。

○この脚本では，詳しい説明，登場人物の気持ちの
表現はない。散文化するときは，詳しい場面･状況
や気持ちの変化などは，地の文として描かれる。し
たがって，せりふを基本にしつつ，ト書きを参考に想
像をふくらませながら地の文を書いていく。

○各人物の動き（手･足）や周囲の明暗などにも目を
向けさせたい。

※「音楽劇」のためのポイント３（ふくらませた地の文
が，せりふの抑揚の参考になる。）

○P131の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

３．気に入ったところを選び，グループで，権八，藤六のせりふ
とト書きに分かれて音読劇をする。

○音読劇のための脚本を準備する。「ぞろぞろ」で
学習した音読記号のみではなく，散文化したことに
よってふくらんできた地の文をもとに，音読劇のため
の補足を，メモにして書き込んでおく。

○また，権八と藤六の性格の違いから表れる，せり
ふの語り口を工夫する。

3 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。

◇関心のある事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

１．四年生の学習を振り返り，心に残った学習や，心に残った表
現・言葉を書く。

○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』（P134）などを参
照させたい。

○心に残った学習や表現･言葉などは，ノートなどの
単元ごとの振り返りを参考にさせるとよい。

【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。（観察）

◎【話聞】国語の学習でついた力について，具体例
をあげながら適切な言葉づかいで話そうとしたり，
友達の発表を聞いて質問したり，感想を言ったりし
ている。（話し合いの様子・態度）

【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，発表の際に意識して使ってい
る。（発言・発表の様子）

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

2 ○

3 ○ ○ ○

3 ○ ○

単元名 八　音読げきをしよう

□登場人物の考え方の違いや，その移り変わりを考えなが
ら読み，気に入った場面を選んで音読劇をする。

□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
■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
△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)
△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)

□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒Ｃ(2)ア
■身近なこと，想像したことなどを基に，物語を書くこと。　
⇒Ｂ(2)ア

【関】登場人物の変化を考えながら読み，気に入っ
た場面を選んで音読劇をしようとしている。（観察・
行動の様子）

◎【読】登場人物の考え方の違いや，その移り変わ
りを考えながら読んでいる。（音読・発表）

【書】気に入った場面について，脚本をもとに，ト書き
をふくらませながら書きかえている。（作文・発表）

【言】人柄や人物の気持ちを表す言葉が，文中で使
われていることに気づいている。（発言）

1 ○

【関】様子を詳しく書こうと意欲的に活動しようとして
いる。（観察）

◎【書】中心となる場面，文字や言葉，段落，気持ち
の表現に気をつけて文章を書いている。（カード・作
文）

◎【書】書いた文章を読み返して，様子や気持ちが
よく伝わるか，文字の書きまちがいがないか，など
に気をつけて読み返したり，書き直したりしている。
（作文・行動の様子）

【言】会話文，段落分けなどを適切に行って書いて
いる。（作文）

1 ○

2

1

■様子がわかるように，よりよい表現を選んで書く。

■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)

■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 ○ ○

○

○

単元名 七　様子がわかるように，言葉を選んで書こう

【関】読点のはたらきに気づき，意味が正確に伝わ
るように読点を打とうとしている。（観察）

◎【言】読点の基本的な打ち方を理解し，文章の中
で使っている。（ノート・作文）

1



２．これまでの学習で自分についたと思われる力を考え，発表
し合う。

○心に残っている学習活動や心に残っている表現･
言葉等をもとに，自分がどんな力をつけてきたかを
考えさせる。友達の発表に共感したり，讃えたりし
て，学習の成果が共有できるようにする。

３．五年生になったらしてみたい学習をノートに書く。 ○五年生になったら「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，いろいろな観点で書き出すようにした
い。

10
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3 1 漢字５０問テスト ○

【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。（観察）

◎【話聞】国語の学習でついた力について，具体例
をあげながら適切な言葉づかいで話そうとしたり，
友達の発表を聞いて質問したり，感想を言ったりし
ている。（話し合いの様子・態度）

【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，発表の際に意識して使ってい
る。（発言・発表の様子）

単元名 漢字５０問テスト

1 ○ ○ ○


