
月 時 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
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関連
１．繰り返される「……ある」という言葉の響きに気
をつけて音読する。

○各連それぞれに三箇所ずつ「ある」がある。脚韻と
しての効果もあるが，断定を繰り返すことの力強さも
ある。

２．「水平線」という言葉から感じられることを話し
合う。

○海の延長線でもない，空の下限でもない，「水平
線」なのである。

4 ○簡単な伝言ゲームをし，うまくつたえることができ
たかどうか確かめ，学習内容を意識づける。
○自分と友達の考えの共通する点と違う点に気づか
せ，相手が話したことを要約・構成して他者に伝える
ことが身につくようにする。

４．教科書を読み，二人でゲームを行う。 ○P9の夏川さんの思考の流れをよく確かめる。

（1）「どちらを選びますか」という話題にそって，二
人で好きなものなどをあげる。

○好きなものなどをあげる際には，「何が」「なぜ」を
明確にするよう意識づける。

（2）それぞれが，自分と友達の考えの共通点と違
う点をメモに整理する。

○友達の話を聞くときには，自分の考えと比べなが
らよく聞かせ，メモするときには，共通点と違う点や
その理由などを短い言葉で書く。

（3）メモを見ながら，みんなの前で発表する。 ○発表するときには，メモの内容を要約し，話す構成
（何を話すか，どの順番で話すかなど）に気をつけ，
わかりやすく話すように心がけさせる。

○伝言する内容を考えるときには，なるべく具体的
なものを想定し，その理由も明らかにさせる。

５．4～5人でゲームを行い，振り返る。

（1）最初の一人が二番めの人にだけ，話す。

（2）二番めの人は，最初の人が話したことと自分
のことををまとめて，共通点や違う点，その理由な
どを明らかにしながら，三番めの人にだけ要約し
て伝える。（以下，同じ。）

○覚えきれないときは，メモを取らせてもよい。
○次の人に話すときは，要約して話すよう促す。
○発表するときの話し方（声の調子・話す速さなど）
についても評価項目としてもよい。

（3）最後の人は，前の人の話に，自分のことを加
えてまとめ，グループの話として発表する。

○メンバーや人数を変えて繰り返し行う。

○共通点と違う点のまとめ方，要約の仕方，伝え方
などについて意識づけ，日常化を図る。

６．グループ内の順番やグループを変えて行う。

７．自分の考えと友達の考えの共通点と違う点，
要約の仕方，伝言の仕方などについて考える。

○日付，引用資料，出典などの用語を確認する。

○集める情報は，必ずしも新聞だけでなく，公共施
設で配布されているパンフレット，地域の図書館など
で読める資料（新聞も含む）など，対象を広げてとら
えるようにする。

○帯単元にし，ときどき交流してノートの進行ぐあい
を交流させる。

○ここで書き始めた「情報ノート」はこのあとの第六
単元「『意見こうかん会』をしよう」「ひみつを調べて
発表しよう」のテーマや，下巻第一単元「世界遺産
白神山地からの提言－意見文を書こう」の話題，題
材を選ぶ際に，参考資料として活用できる。子どもた
ちに，自分の「情報ノート」を活用する楽しさを味わわ
せたい。
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月 時 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

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考えながら読み，物語
の続きを書くという単元の見通しをもたせる。

○この物語は，心情を直接表すことは少なく，比喩
的に表現していることに特徴がある。「ここが大事」
にもあるように，「心情」という抽象的なものを，比喩
的な表現で具体的に描いている。「表情・態度・しぐ
さ，情景」などの描き方に注意して読むようにする。

☆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につ
いて考える。

○一つの場面に複数の心情表現がある場合もあ
る。できるだけ取り上げるようにする。

○教科書では二つの書き方の例を紹介している。女
の子は，表のようにしてまとめている。男の子は，内
言の表出のような形で「心情」を描いている。「心情」
について，女の子は説明調であり，男の子は独白調
になっている。この二例の他にも，まとめ方を工夫し
て，亮太の心情のゆれ動きを考えてよい。ノートでは
なく，画用紙や短冊など用紙の工夫があってもよい。

※「続き物語」のためのポイント１（比喩的な心情表
現）

○（1）で学習した中で「特に印象に残った言葉」を取
り上げる。例では「冷たい風」を比喩として取り上げ
ているが，一つではなく複数でもよい。

○「理由」については，単なる思いつきではなく，亮
太の心情と，比喩として具体的に表された言葉との
関わりをはっきりさせる。比喩的な表現方法や，そこ
からとらえられる亮太の具体的な心情について示す
ことである。

※「続き物語」のためのポイント２（心情表現の特徴
をとらえる）
○P31の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

○「続き」をいつごろに設定するか。一年後に設定し
たり，卒業時にしたりなど，工夫が可能である。さら
には，中学生になってからということも考えられる。

○「２．の（1）・（2）で学習したこと」とは，心情表現で
ある。比喩を工夫して，心情の表現を工夫するように
したい。

1
（2）書いた文章を交換して読み合い，感想を伝え
合う。 ○

○「よく書けているところ」「おもしろいところ」など，長
所を中心に感想を伝え合うようにする。

○催しの告知などのポスターを準備しておき，児童
に見せて，ポスター作りに興味をもたせる。

○割り付け，タイトルなどにどのような工夫をすれば
よいのか考えさせる。

1
２．どのようなポスターを作るのか考え，伝える内
容を考える。 ○

○目的がポスターであることを意識させて，何を書く
か考えさせる。

1
３．取材をする。

○
○実際にインタビューなどをして，事実に基づいたポ
スターになるようにさせる。

1
４．全体の構成や配置を考える。

○ ○
○伝えたいことを詳しく書いたり，大きな字で書いた
りすることでわかりやすくする。

2

５．表現などを工夫しながらポスターを作る。

○
○図や写真を使ったりして，わかりやすく書く。

○伝言を聞くときは，自分の考えとの共通点と違う
点，理由に気をつけて聞くようはたらきかける。

○図書館で資料の検索をする場合の手がかりとし
て，「日本十進分類法」についても確かめさせておく
とよい。

○交流をし，書き方を確認するだけでなく，今後も続
けたいと思うような声かけをする。

☆総合的な学習の時間な
ど：自分の課題を見つける
際に有効である。
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３．簡単な伝言ゲームをして伝言について知り，自
分と友達の考えの共通点と違う点に気をつけなが
ら，話の内容を整理して伝えるという教材内容を理
解し，学習の流れをつかむ。

（4）みんなは，自分たちが言った内容とその理由
などが正しく伝わっているか，きちんとまとめられ，
要約されているか確かめる。

８．教科書の中村さんのノートを読み，どのような
ことを書けばよいのかをつかみ，学習の見通しをも
つ。

９．実際にノートを作って記述し，交流をする。

１０．学期に15分程度の１モジュールずつ，ノートを
交流する。

２．ゆれ動く亮太の心情を考える。
（1）亮太のゆれ動く心情を，場面ごとに工夫してま
とめる。心情を表す表現と，その時の心情に分け
て書く。

（2）亮太の心情を表す表現で，特に印象に残った
言葉と，印象に残った理由をノートにまとめ，話し
合う。

３．このあとの亮太の様子を想像して，物語の続き
を書く。
（1） ２．の（1）・（2）で学習したことを参考に，想像
を広げて書く。

１．「学習の進め方」を読んでポスターの作り方を
理解し，学習の見通しをもつ。

□◇■言葉の響きに気をつけて声に出して読
んだり，大事なことを整理しながら話したり聞い
たり，ノートを作っ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て音読しながら，言
葉の意味を考える。
□自分の思いや考えが伝わるように音読や朗
読をすること。　⇒◎Ｃ(1)ア
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒◎Ｃ(1)エ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
（□詩を読み，感想を述べ合うこと。　⇒３・４年
Ｃ(2)ア）

◇自分の考えと友達の考えの共通点と違う点
に気をつけて，話の内容を整理して話す。

◇考えたことや伝えたいことなどから話題を決
め，収集した知識や情報を関係付けること。
⇒Ａ(1)ア
◇目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わる
ように話の構成を工夫しながら，場に応じた適
切な言葉遣いで話すこと。　⇒Ａ(1)イ
◇話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意
見と比べるなどして考えをまとめること。　⇒◎
Ａ(1)エ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)

◇資料を提示しながら説明や報告をしたり，そ
れらを聞いて助言や提案をしたりすること。　⇒
Ａ(2)ア
◇報告を聞き助言をすること。事物を推薦しそ
れを聞くこと。　⇒Ａ(2)ウ

■興味をもったり，疑問に思ったりしたことにつ
いて，情報を集めて「情報ノート」を作る。

■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。
　⇒◎Ｂ(1)ア
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■引用したり，図表やグラフなどを用いたりし
て，自分の考えが伝わるように書くこと。
　⇒Ｂ(1)エ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)

■自分の課題について調べ，意見を記述した
文章や活動を報告した文章などを書いたり編
集したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

□登場人物の心情の移り変わりを考えながら
読み，物語の続きを書く。

□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒◎Ｃ(1)エ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
△比喩や反復などの表現の工夫に気付くこと。
⇒伝国(1)イ(ｹ)

（□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒３・４年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

■構成や表現を工夫して，しょうかいポスター
を作る。

■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■自分の考えを明確に表現するため，文章全
体の構成の効果を考えること。
　⇒◎Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■引用したり，図表やグラフなどを用いたりし
て，自分の考えが伝わるように書くこと。
　⇒Ｂ(1)エ
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒◎Ｂ(1)カ
△文章にはいろいろな構成があることについて
理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■事物のよさを多くの人に伝えるための文章を
書くこと。 ⇒Ｂ(2)ウ

水平線

「要約伝言ゲーム」をしよう

「情報ノート」を作ろう

いつか，大切なところ

しょうかいポスターを作ろう
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国語科指導計画・評価計画（第５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 言葉で伝えよう

単元名 一　人物の心情を想像して，物語の続きを書こう

【関】言葉の響きに気をつ
けながら，音読しようとして
いる。【音読】

◎【読】作品の情景が伝わ
るように音読している。【音
読】

◎【読】場面についての描
写をとらえ，叙述につい
て，自分の考えをまとめて
いる。【ノート・発言】

【言】語感，言葉の使い方
に対する感覚などについ
て，関心をもっている。
【ノート】
【関】わかりやすいメモを書
き，整理して話そうとしてい
る。【発言・ノート】
◎【話聞】話し手の意図を
考えながら，共通点と違う
点に気をつけて，話の内容
を整理して聞いている。
【ノート】

【言】語句と語句との関係
を理解している。【ノート】

【関】これから「情報ノート」
を続けようと意欲を高めて
いる。【観察】

◎【書】目的や意図に応じ
て，書く事柄を集めている。
【ノート】

【言】文章の中での語句と
語句との関係を理解してい
る。【ノート】

【関】登場人物の心情の移
り変わりを考えながら読
み，物語の続きを書こうと
している。【ノート・観察】

◎【読】登場人物の心情の
移り変わりを，心情表現に
気をつけながら読んでい
る。【ノート・発言】

【書】登場人物の心情の移
り変わりを考えながら，心
情表現を工夫して続き物
語を書いている。【ノート・
発言】

【言】比喩や反復などの表
現の工夫が，文中で使わ
れていることに気づいてい
る。【ノート・発言】

【関】ポスターを意欲的に
書こうとしている。【ノート、
観察】

◎【書】構成や配置を考え
ながらポスターを書いてい
る。【ポスター・ノート】

◎【書】作ったポスターにつ
いて，目的や意図に応じた
構成や表現になっているか
に着目して，考えや助言を
伝えている。【発言】

【言】文章にはいろいろな
構成があることを理解して
いる。【ポスター】



1

６．作ったポスターを読み合って交流する。

○ ○

○ポスターを実際に飾り，見た人から感想をもらう。
その際，見る人に明確に目的や意図が伝わる構成
や表現になっているか，よりよい表現にするための
助言を述べ合うようにさせたい。
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○白文を見て，漢字をもとに作品内容を想像し，感じ
たことを話し合う。そのあと「書き下し文」を大意とあ
わせて読み，作品世界をより鮮明に想像させる。

☆道徳：漢文のリズムや響
きを味わい，外国の文化へ
の関心を高める。

○書き下し文を繰り返し音読し，そのリズムと響きを
感じ取らせる。
○繰り返し音読し，読み方を確認する。

○大意と写真を参考にしながら，情景や意味を考え
させる。
○音読しての感想を，自由に発表させてもよい。

○昔の人のものの見方や感じ方に関心をもたせ，自
分たちのものの見方や感じ方と比べさせる。そして，
考えたことを発表させる。

○繰り返し音読し，そのリズムと響きを感じ取らせ
る。音読しての感想を，自由に発表させてもよい。

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．P42・43の例文を読み，どちらの文字を入れた
らよいか話し合う。

○例文から，仮名遣いは，全て発音どおりに書けば
よいということではないことに気づき，仮名遣いのき
まりを学ぶことの必要性を感じさせる。

３．仮名遣いのきまりを理解する。 ○教材にそって，仮名遣いのきまりを確認していくよ
うにする。
○仮名遣いの原則の例外の用例を知り，習熟させる
ようにする。

４．仮名遣いのきまりに気をつけて，問題を解く。 ○仮名遣いのきまりの分類を思い浮かべながら，ど
ういう理由でその仮名遣いになるのか，発表しなが
ら答えさせると理解がより深まる。

５．日常の言語生活における仮名遣いを振り返
る。

○日頃，書きまちがいなどをしている語句などにつ
いて話し合い，正しい書き方を意識づける。
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月 時 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
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1

１．単元名やリード文を読み，聞き手が納得するよ
うな話し方について話し合い，学習の見通しをも
つ。 ○ ○

○自分が推薦するもののよさが伝わるように，また，
聞き手が納得するように話すことの大切さを理解さ
せ，その方法や効果を日常生活でも意識して話すこ
とができるように意欲づける。

☆特別活動（朝の会）など：
目的や内容に応じて適切
な方法でスピーチをする。

２．教科書を読み，推薦する時の大事な点をつか
む。

○春田さんの発表の流れ（推薦の目的と推薦するも
の・その理由が明確か，発表の構成はどうなってい
るかなど）を確認する。

○東野さん・森本さんの工夫の仕方を確認する。

○適切な題材があれば実態に即して決定する。

４．推薦の発表を行い，自分たちの「わが町ベス
ト・スリー」を決める。

○何のための「わが町ベスト・スリー」なのかを意識
づける。

（1）推薦する内容を考える。 ○目的にそって，「わが町ベスト・スリー」を決めるた
めのを推薦するよう，注意させる。

（2）全員が一つずつ，推薦するものを発表する。 ○P45「ここが大事」を参考に，推薦の内容（何を・な
ぜ）や話し方に気をつけて，推薦の発表をする。
○聞き手には，話し手の推薦理由が納得できるもの
かどうか注意して聞かせる。

（3）「わが町ベスト・スリー」を決める。 ○全員が推薦するものを出し終わったら，「ベスト・ス
リー」を決める話し合いを行う。全体での話し合い
は，四年生上巻『クラスで話し合おう』で学んだことを
もとにする。

５．学習したことを振り返る。 ○目的に合わせた「わが町ベスト・スリー」かどうか，
確かめる。
○自分がどの意見に説得されたのか，それはなぜな
のかを話し合う。
○伝え方や構成を工夫して，推薦するものについて
話すことができたか，確かめさせる。
○自分の伝え方や構成のほか，話し方についても振
り返る。

６．P49・50を読み，方言と共通語について理解す
る。

○必要に応じて共通語で話すことを確認する。

○方言や共通語のそれぞれのよさ・大切さを理解さ
せ，相手や目的・状況に応じて使い分けるように意
識づける。

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。

○年間を通して自主的な学習が続けられるよう，具
体的な作成手順をしっかりと身につけさせる。

２．P51を参考に，新出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。
４．P52の例を参考に，取り上げた漢字について，
気をつけるところを「豆知識」としてまとめる。

５．それぞれがまとめた「豆知識」を発表する。 ○友達の発表を聞くことで，熟語などの多様な使い
方にふれるとともに，友達の生活や関心事などを知
り合う機会となる。学んだこともノートに書き入れるよ
うにさせる。

6 四年生で学んだ漢字① 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。

○絵の中にある四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，言葉からわかる運動会の様
子をできるだけたくさん発表できるようにする。

８．四年生までに習った漢字を使って，絵に描かれ
ている様子や物，人物がしていることなどを説明す
る文を書く。

○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。

○書くことがらを明確にし，記述の仕方について工
夫するよう助言する。
○作った文を互いに発表し合うようにする。

8

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 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

1 言葉と事実

１．単元名とリード文を読み，言葉と事実の関係に
ついて話し合い，学習の見通しをもつ。

○ ○

○文章を読み，言葉と事実の関係について考えたう
えで，実際に同じできごとについて学級新聞を書き，
さらに言葉と事実の関係について考えを深めるとい
う単元の流れを確認する。

○聞き手を納得させる内容や話し方，推薦するとき
の方法について，日常でも意識していけるように促
す。

○「快」を例に，一文字の漢字学習に必要な5つの過
程にわたって指導する。
　①読み方：音訓ともに扱う。巻末『漢字を学ぼう』を
参考にする。
　②意味：訓読みから類推する。さらに漢字辞典で主
要な意味を確認する。
　③字形：字の構成に着目する。部首・画数・筆順
は，巻末『漢字を学ぼう』を参考にし，実際に書ける
ように練習する。
　④使い方：意味ごとに熟語を集める。集めたら発表
し合う。
　⑤短文作り：その漢字を使って短文を作り，発表し
合う。

【関】強調したり，間を取っ
たりして，わかりやすく伝え
ようとしている。【観察、発
表】

◎【話聞】目的に合うように
構成を考えて，話をしてい
る。【観察・ノート】

◎【話聞】方言と共通語の
違いを知り，必要に応じて
使い分けている。【観察、
発表】

【言】目的や場面，相手に
応じて語句を選び，ふさわ
しい言葉づかいで話してい
る。【観察・ノート】

【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。【ノート・発言】

◎【言】漢字学習ノートや短
文作りを理解して作成して
いる。【ノート】

【関】絵の中の言葉を使っ
て，文を書こうとしている。
【ノート】

◎【言】絵の中の漢字を正
しく使い，文や文章を書い
ている。【ノート】

【書】書くことがらを明確に
し，記述の仕方について工
夫して書いている。【ノート】

【関】事例と解説に気をつ
けて文章を読み，言葉と事
実の関係について考えよう
としている。【発言・ノート】

◎【読】事例と解説の関係
をおさえ，言葉と事実につ
いて自分の考えを明確にし
ながら読んでいる。【ノー
ト・発言】

【書】印象の違いを確かめ
る目的に応じて，つけた見
出しに合致した学級新聞
の記事を書いている。【新
聞】

【言】「大勝利」と「快勝」，
「表現する人」と「受け取る
側」など，文章の中での語
句と語句との関係に気づ
いている。【発言・説明】

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

１．『春暁』の情景を思いうかべ，リズムを感じなが
ら音読する。

２．『春夜』『静夜思』の情景を思いうかべ，リズム
を感じながら音読する。

３．『論語』と『大学』にこめられた昔の人のものの
見方や感じ方を考え，音読する。

３．クラスで題材を決定する。

■構成や表現を工夫して，しょうかいポスター
を作る。

■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■自分の考えを明確に表現するため，文章全
体の構成の効果を考えること。
　⇒◎Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■引用したり，図表やグラフなどを用いたりし
て，自分の考えが伝わるように書くこと。
　⇒Ｂ(1)エ
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒◎Ｂ(1)カ
△文章にはいろいろな構成があることについて
理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■事物のよさを多くの人に伝えるための文章を
書くこと。 ⇒Ｂ(2)ウ

△現代の言葉とは異なる漢文のリズムや響き
を読み味わう。

△親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語
調の文章について，内容の大体を知り，音読
すること。　⇒◎伝国(1)ア(ｱ)

☆図書館指導：漢文作品を読み広げる。

△仮名遣いのきまりを理解して，文を正しく書
く。

△送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書くこ
と。　⇒伝国◎(1)イ(ｳ)

◇推薦するもののよさが伝わるように説明した
り，納得できるかどうかに留意して聞いたりす
る。

◇考えたことや伝えたいことなどから話題を決
め，収集した知識や情報を関係付けること。
⇒Ａ(1)ア
◇目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わる
ように話の構成を工夫しながら，場に応じた適
切な言葉遣いで話すこと。　⇒◎Ａ(1)イ
◇共通語と方言との違いを理解し，また，必要
に応じて共通語で話すこと。　⇒◎Ａ(1)ウ
◇話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意
見と比べるなどして考えをまとめること。
　⇒Ａ(1)エ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
△日常よく使われる敬語の使い方に慣れるこ
と。　⇒伝国(1)イ(ｸ)

◇事物や人物を推薦したり，それを聞いたりす
ること。　⇒Ａ(2)ウ

△新出漢字を取り立て，音訓・意味・使い方な
どを調べて漢字学習ノートを作る。

△第5学年及び第6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(ｱ)
△仮名及び漢字の由来，特質などについて理
解すること。　⇒伝国(1)ウ(ｲ)

△絵を見て想像したことをもとに，四年生まで
に配当されている漢字を使って文を作り，書く。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書
いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

□文章を読み，学級新聞を書くことを通して言
葉と事実の関係について考える。

□取り上げられた言語表現の事例とその影
響，影響を与えた理由をおさえて読み，自身の
言語生活も振り返りながら，事実をとらえる際
の言葉の働きについて考えること。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□言葉の使い方やその影響力について考える
ために，同じできごとを知らせた新聞の見出し
などを比べて読むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■自分の考えを明確に表現するため，文章全
体の構成の効果を考えること。　⇒Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□自分の課題を解決するために，意見を述べ
た文章や解説の文章などを利用すること。
　⇒Ｃ(2)イ
■自分の課題について調べ，意見を記述した
文章や活動を報告した文章などを書いたり編
集したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

しょうかいポスターを作ろう

漢文に親しむ

かなづかいで気をつけるこ
と

「わが町ベスト・スリー」を
決めよう

漢字の広場1
漢字学習ノート

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

5

5

5

6

6

6

6

単元名 ４・５月の漢字のまとめ

単元名 四　新聞記事を書いて，言葉と事実について考えよう

単元名 二　日本語のひびきを味わおう

単元名 三　「町じまん」を一つ選んで，すいせんしよう

【関】ポスターを意欲的に
書こうとしている。【ノート、
観察】

◎【書】構成や配置を考え
ながらポスターを書いてい
る。【ポスター・ノート】

◎【書】作ったポスターにつ
いて，目的や意図に応じた
構成や表現になっているか
に着目して，考えや助言を
伝えている。【発言】

【言】文章にはいろいろな
構成があることを理解して
いる。【ポスター】

【関】漢文のリズムや響き
を，読み味わいながら音読
しようとしている。【音読】

◎【言】親しみやすい漢文
について，内容の大体を知
り，音読している。【観察・
ノート】

【関】仮名遣いのきまりを学
ぶことに必要性を感じ，す
すんで学ぼうとしている。
【観察・ノート】

◎【言】仮名遣いのきまりを
理解し，正しく書いている。
【ノート】



1

２．具体例と筆者の解説に気をつけて文章を読
み，言葉と事実の関係について考える。
（1）文章を読み，「事実」とはどのようなことだと
思ったか，話し合う。

○ ○

○第8段落の「言葉から想像する『事実』がちがって
きます。」や第11段落「同じ事実でも，言葉によって
……。」などの文に着目させる。「事実」とは実際に
起きたできごとのことであり，それが言葉と結びつく
ことによって違ったものとして認識されることがあると
いうことを考えさせたい。
○P60の表をもとに，まず「うそつき少年」の話につい
て，「起こったこと」や「気を配ること」が書かれている
文を確認する。

○「言葉のあたえる印象のちがい」という第2・3の例
は，共通点があり，なかなか表にまとめにくいことが
予想される。「気を配ること」にとらわれず，そのでき
ごとから言葉と事実に対して筆者が何を伝えようとし
ているのかを考えさせたい。

○教材文中の言葉を用いて一人一人に表にまとめ
させるが，抽象度が高くとまどう児童もいるときは，
一つずつの例について個人で表をまとめたのち，グ
ループや全体で話しあう時間を設けてもよい。

○「ここが大事」にある事例と解説，「言葉」の設問に
ある類義語・対義語についても適宜ふれるようにす
る。

３．題材を決めて学級新聞の記事を書き，見出し
や記事から受ける印象の違いについて話し合う。
（1）記事にする題材をクラスまたはグループで一
つに決める。

○リレーたいこう戦の例のように，同じできごとでも
一人一人の感じ方に違いが生じる題材を選ぶように
する。クラス全体またはグループで共通に経験した
できごととしては，学級活動や学校行事があげられ
る。

（2）見出しをつけて，簡単な記事を書く。 ○まず，見出しを考えさせる。それによってどのよう
な印象を読み手に与えるかが決まる。P62の二つの
例を参考にし，見出しをつけたうえでそれにあった記
事を書くように指示する。

1

（3）友達と記事を読み合い，見出しや表現から受
ける印象の違いについて，話し合う。

○ ○

○記事を書いた人が伝えたかったことと，記事を読
んだ人が感じたことを話し合う。使う言葉によって書
き手の意図と読み手の捉え方が異なる場合があるこ
とを感じ取らせたい。

１．新聞について話し合い，その仕組みや内容に
興味・関心をもつとともに，学習の見通しをもつ。

○新聞の仕組みや内容について知り，いろいろな新
聞記事を読み比べて内容を比較するという学習の流
れを確認する。

○家庭の協力を得たり，学校で児童数分の新聞を
購入するなどして全員の手元に新聞があるように
し，新聞の特長や記事の構成，用語，図や写真など
の載せ方について自ら気づけるようにしたい。

○テレビとの比較で，「新聞は持ち運べ，都合のよい
時間や場所で読める」「興味のあるところだけを読む
ことができる」ことに気づかせる。

○「逆三角形の構成」は，見出しだけでもある程度の
内容がわかり，さらにリード・本文へと，読者の都合
に合わせて読めるようになっている。

○大見出しやリード・社説・コラムなどの用語につい
ては覚える必要はないが，持っている新聞で確認す
る時間は設けたい。

○「図や写真，解説ののせ方」について，「読みやす
くくふうされた例」や手元の新聞で，レイアウトなどが
工夫されていることに気づかせる。

○児童がよく読むところや興味のあるところはどこ
か，どのような内容が載っているかなどについて話し
合わせたい。

○児童の興味は，テレビ欄やスポーツ欄，四コマま
んがなどに偏ることが予想される。政治や経済，地
域，読者からの投書欄など，さまざまな情報が載っ
ていることに目を向けさせる。

○P67の二つの新聞の第一面を比べることで，同じ
できごとでも，新聞社によって重要度や見出し，記事
の量などが変わることを理解させる。

○読み比べる視点として，本文に取り上げられてい
る内容や，引用している言葉や人，見出しや写真が
考えられる。見出しは本文の内容を端的に表す象徴
的な言葉などであることに気づかせる。

○視点を与えたうえで，これまでの学習を生かして
一人一人に気づいたことを記させ，それをもとにして
話し合うようにする。

１．教科書の文章から「鳥」を扱った表現や歌を知
り，声に出して読む。

○「鳥」を使用した言語表現の多様さに気がつかせ
る。また，短歌・俳句や童謡を音読して，文語のリズ
ムに親しませる。

２．「鳥」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。

○どういう種類の辞典や参考書を見ればよいのかを
考えさせる。

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。

２．二つ以上の言葉が組み合わさってできた複合
語について，そのでき方と読み方を理解する。

○「綿」「雲」のようにそれだけで単語（単純語）として
使われるものを組み合わせてできた「綿雲」のような
単語を複合語という。本教材では，主として和語の
複合の例を集めている。

３．動きなどを表す言葉が組み合わさってできた複
合語を単純語に分け，構成を理解する。
４．複合語の言葉集めをする。

○複合語の意味理解のために，単純語と比較するこ
とが大事である。「食べ始める」と「食べる」「始める」
とを比べ，どのように意味や使い方が違うかを考え
るといい。

５．いろいろな組み合わせ方を知り，語形が変化
する場合があることを確かめる。
６．連濁によって読み方が変化することを確かめ
る。

○複合によっては，「塩味」のように音や語形が変わ
らないものもあるが，「心強い」のように音が変化した
り，「細長い」のように語形が変化するものもある。こ
れらについての理解は，日常の言語生活で習慣的
に身につけてきた経験によるところが大きい。本教
材によって定着を図りたい。そのために，声に出して
読む場面を重視するとよい。

7
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。

○『漢字の広場1』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。

９．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢字の練習
をする。
10．新出漢字を漢字学習ノートにまとめ，傍線の
言葉を使って，短文作りをする。
11．文を読み返し，表現の効果などについて確か
め，よりよい表現に書き直したりするなど推敲をす
る。

○書いた文章を読み直して，表現の曖昧さはないか
など表現の効果について確かめ，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．書いたものを発表し合い，表現の仕方に着目
して助言し合う。

○作った文を互いに発表し合うようにさせる。読み手
の立場から文章を客観的に評価するために，相互評
価を積極的に位置づけたい。

8
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。

○絵の中にある四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，言葉からわかる生活の様子
をできるだけたくさん発表できるようにする。

15．四年生までに習った漢字を使って，絵に描か
れている様子や物，人物がしていることなどを説
明する文を書く。

○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。

○書くことがらを明確にし，記述の仕方について工
夫するよう助言する。
○作った文を互いに発表し合うようにする。

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

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 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
１．「話し言葉と書き言葉」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。

○話し言葉と書き言葉の違いについて考え，それぞ
れの特徴を理解して日常の言語生活でも注意してい
こうとする学習の見通しをもたせる。

【関】話し言葉と書き言葉
の違いをもとに，自身の言
語生活を振り返って考えよ
うとしている。【発言・ノー
ト】

◎【言】話し言葉と書き言
葉の，それぞれの特徴を
理解している。【発言・説
明、ノート】

【話聞】目的や意図に応じ
て，内容が正しく伝わるよう
な話し方や言葉づかいを
考えて話している。【観察・
ノート】

【書】気持ちやできごとをわ
かりやすく伝えるための工
夫を意識しながら，目的や
意図に応じて書き分けてい
る。
【ノート】

【関】事例と解説に気をつ
けて文章を読み，言葉と事
実の関係について考えよう
としている。【発言・ノート】

◎【読】事例と解説の関係
をおさえ，言葉と事実につ
いて自分の考えを明確にし
ながら読んでいる。【ノー
ト・発言】

【書】印象の違いを確かめ
る目的に応じて，つけた見
出しに合致した学級新聞
の記事を書いている。【新
聞】

【言】「大勝利」と「快勝」，
「表現する人」と「受け取る
側」など，文章の中での語
句と語句との関係に気づ
いている。【発言・説明】

【関】新聞の仕組みを知り，
それをもとに新聞記事を読
み比べ，気づいたことを話
し合おうとしている。【観察・
発言】

◎【読】新聞を，見出しや記
事の意図，効果について
比べながら読んでいる。
【ノート】

◎【読】内容や構成，見出
しや写真など比べる視点を
明確にして新聞記事を読
み比べ，気づいたことを話
し合っている。【発言、話し
合い】

【言】言葉の選び方や使い
方に対する感覚について
関心をもっている。【観察】

【関】興味をもって，鳥に関
する用語を調べようとして
いる。【観察】

◎【言】鳥に関わる表現や
歌などを，辞典を活用して
集めている。【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】

【関】複合語について，興
味・関心をもって言葉集め
をしようとしている。【観察】

◎【言】複合語の組み合わ
せ方について理解してい
る。
【発言・ノート】

【関】傍線の言葉を使って，
文を書こうとしている。
【ノート】

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

【書】読んだり，書いたりし
たものを発表し合い，正し
い漢字の書き方などに着
目して助言し合っている。
【発言・ノート】

【関】絵の中の言葉を使っ
て，文を書こうとしている。
【ノート】

◎【言】絵の中の漢字を正
しく使い，文や文章を書い
ている。【ノート】

【書】書くことがらを明確に
し，記述の仕方について工
夫して書いている。【ノート】

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（2）三つの具体例から，言葉と事実について気を
配ることを表にまとめる。

２．新聞の仕組みを知り，内容や構成について話
し合ったり，記事を読み比べ，気づいたことを話し
合ったりする。
（1）新聞の特長，新聞記事の構成，大見出しや
リードなどの用語，図や写真などの載せ方（紙面
の配置）などについて知る。

（2）新聞に載っている内容や興味のあるところに
ついて話し合ったり，新聞の構成を比べたりする。

（3）同じできごとを扱った新聞記事を読み比べ，内
容や見出し，写真などについて気づいたことを話し
合う。

□文章を読み，学級新聞を書くことを通して言
葉と事実の関係について考える。

□取り上げられた言語表現の事例とその影
響，影響を与えた理由をおさえて読み，自身の
言語生活も振り返りながら，事実をとらえる際
の言葉の働きについて考えること。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□言葉の使い方やその影響力について考える
ために，同じできごとを知らせた新聞の見出し
などを比べて読むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■自分の考えを明確に表現するため，文章全
体の構成の効果を考えること。　⇒Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□自分の課題を解決するために，意見を述べ
た文章や解説の文章などを利用すること。
　⇒Ｃ(2)イ
■自分の課題について調べ，意見を記述した
文章や活動を報告した文章などを書いたり編
集したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

□新聞の仕組みを知り，それをもとに同じでき
ごとを扱った新聞記事を読み比べたり，内容や
見出し，写真などについて気づいたことを発表
し合ったりする。

□目的に応じて，本や文章を比べて読むなど
効果的な読み方を工夫すること。
　⇒◎Ｃ(1)イ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。　⇒Ｃ
(1)オ
□見出しや記事の工夫を調べるために，複数
の新聞を比べて読むこと。　⇒◎Ｃ(1)カ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞
を読むこと。　⇒Ｃ(2)ウ

△「鳥」を扱った言語表現を集める。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
⇒◎伝国(1)イ(ｴ)
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア

△複合語の構成や変化，由来などについて理
解を深める。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｴ)
△第5学年及び第6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(ｱ)

△提示の漢字を正しく読んだり，書いたりし，書
いた文章を発表し合い，表現の仕方に着目し
て確かめる。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒Ｂ(1)カ

△絵を見て想像したことをもとに，四年生まで
に配当されている漢字を使って文を作り，書く。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書
いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

△話し言葉と書き言葉の特徴の違いについて
理解したり，場に応じた言葉の選び方の違い
や表現の仕方の違いについて理解する。

△話し言葉と書き言葉との違いに気付くこと。
⇒◎伝国(1)イ(ｱ)
◇目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わる
ように話の構成を工夫しながら，場に応じた適
切な言葉遣いで話すこと。　⇒Ａ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

◇調べたことやまとめたことについて，討論な
どをすること。　⇒Ａ(2)イ
■事物のよさを多くの人に伝えるための文章を
書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

新聞を読もう

鳥

漢字の広場2
複合語

五年生で学ぶ漢字①

四年生で学んだ漢字②

話し言葉と書き言葉
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単元名 1学期の漢字のまとめ

単元名 五　確かな言葉の使い手になろう
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1
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○



○P76・77の①と②の例文だけを見せて，話し言葉と
書き言葉ではどのような点が違っているかを発表さ
せる。

２．話し言葉と書き言葉を比べて，それぞれの特徴
や性質の違いなどについて確かめる。

○P76・77下段のフキダシに示されていることを確か
める。
○なぜ，話し言葉と書き言葉では，表現に違いが出
るのかを考えさせる。（目の前に相手がいるかどう
か，対象があるかどうか，一過性かあとに残るかな
ど。）３．P78の「③　話し言葉と書き言葉の違い（例）」を

見て，話し言葉と書き言葉の違いを確かめる。
○教科書に示されている「話し言葉と書き言葉の特
徴」が，P76・77の文例のどこに現れているのかを確
かめさせる。

○教科書に示されている特徴のほかにどのようなも
のがあるか，考えて発表する。

　〈話し言葉の特徴のその他の例〉

　＊イントネーションなどで調子が変わる。

　＊役割語や方言が現れやすい。

　＊「－ね。」などが語尾につくことがある。

　＊言葉の順序が入れ替わったりする。

　＊同じことを繰り返し言ったりする。

　＊相手の話の途中で，差しはさむことができる。

　〈書き言葉の特徴のその他の例〉

　＊文字の種類や大きさ，書体などを変えることでい
ろいろな表現ができる。
　＊まちがった文字を書くこともある。

　＊読みにくい文字になることもある。

　＊道具や書式・装飾をこらすことで，付加価値をつ
けることができる。

５．P79に示された「話し方から受ける印象の違い」
について考えて発表する。

○相手や場面に応じて言葉づかいを変えたり，敬語
を使って話すことの必要性に気づかせる。
○相手の気持ちを損わないように話すことの大切さ
についても気づかせたい。

６．話し言葉と書き言葉の特徴について考え，日常
の言語生活でも気をつけて話したり，書いたりして
いくよう話し合う。

○話し言葉と書き言葉の違いや性質，おもしろさを
把握させ，いつも気をつけて意思の疎通を図っていく
ことができるようにはたらきかける。

3

月 時 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
○自分の立場を決め，それぞれの立場から意見を
述べ合い，考え方の違いを明確にすることによって，
自分の考えを深めたり，広げたりすることの重要性
を理解させ，意見交換会の意義と方法を意識づけ
て，「意見こうかん会」をしてみることをつかませる。

☆社会科・総合的な学習
の時間・特別活動：根拠や
理由をはっきりさせて自分
の考えを述べる。

○教科書の話題以外のテーマで「意見こうかん会」
を行う場合は，４月に書き始めた「情報ノート」を参考
資料として見返してもよい。自分の「情報ノート」が活
用できる楽しさを味わわせたい。

２．P80「学習の進め方」を読んで，全体の流れを
理解する。

○「意見こうかん会」のやり方がわかっているとき
は，自分たちに，より身近な題材で行う。

３．「ニュースを読むなら，『新聞のニュース』がよ
いか『インターネットのニュース』がよいか」を題材
に，「意見こうかん会」を行う。

○なぜ，その立場がよいのか，理由をきちんと考え
させる。

　〈準備〉

（1）「新聞のニュース」がよいか，「インターネットの
ニュース」がよいか考え，自分の立場を決める。

○それぞれの意見の長所と短所を書き出す作業を
十分に行う。

（2）同じ立場どうしでグループを作り，相手グルー
プや司会グループを決める。

○自分たちの立場の長所は「自分たちの意見」欄
に，短所は「相手の意見」欄などに，相手の立場の
長所・短所は別欄を設けて書く。

○自分の役割をしっかり果たすようにする。

○P82の「ここが大事」を確認する。

（4）自分たちの意見や，予想される相手からの質
問・反論とそれに対する答えなどを「意見こうかん
カード」にまとめる。

○相手を論破することが目的ではないので，相手の
意見や，相手が指摘する自分の意見への反論をき
ちんと聞くようにさせる。

（5）グループ内で役割を決める。

 〈進行〉（教科書P83を参照。）

○教科書では，全ての流れが一時間内で行えるよう
に，「相手の意見への質問・反論」と「それに対する
答え」が一度ずつになっているが，時間があれば，
数回繰り返してもよい。

○相手の意見などを聞くことによって，自分の意見
が深まったかどうか確かめさせる。
○自分の考えを深めるためであることをおさえ，より
よいテーマを見つけるようにする。
○グループ内で，役割を替えたり，相手のグループ
を変えたりして行う。

４．意見交換のグループと司会グループを替えて，
「意見こうかん会」を行う。
５．別の題材を設定して，「意見こうかん会」を行
う。

○決めた役割にそって活動できたか，自分の意見を
正しく述べることができたか，相手の意見をきちんと
聞くことができたか，自分の考えを深めたり，広げた
りすることができたかなどを確認する。

６．「意見こうかん会」を振り返る。 ○「意見こうかん会」の仕方や，相手の意見を聞いて
自分の考えを深めることについて，日常の生活にお
いても活用していくように意欲づける。

9 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。

○「読」と「書」との，それぞれ複数ある漢字の意味を
確認し，そのうちのどの意味を組み合わせて「読書」
という熟語ができているかを考えさせる。

○「読書」のように，「上の漢字が動作を表し，下の
漢字が動作の対象を表す」熟語は，下の漢字から上
の漢字へと，語順を変えて読み下すと意味がわかり
やすい。この機会に体験的に理解できるようにした
い。

６．P88の設問で示す熟語について，構成を考え，
意味を推測し，辞典で意味を調べて確認する。

○P88に提示する五つのタイプのうち，「読書」は④
にあたる。④の多くは，行為や状態を表す語で，意
味がとらえにくいものが多い。丁寧に扱いたい。②・
③は，四年生までに学んでいる。①は語例が少な
い。⑤は例示のほかに「未」があるが，④と同じよう
に下から上に読み下して意味を推測することにな
る。

9 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。

○絵の中にある四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，言葉からわかることをできる
だけたくさん発表できるようにする。

９．四年生までに習った漢字を使って，絵に描かれ
ている様子や物，人物がしていることなどを説明す
る文を書く。

○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。

○書くことがらを明確にし，記述の仕方について工
夫するよう助言する。

○作った文を互いに発表し合うようにする。

9
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9

1
大造じいさんとがん

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

○大造じいさんの心情の変化を考えながら読み，
「山場」の場面を大造じいさんの立場で書きかえると
いう，単元の見通しをもたせる。

２．大造じいさんの残雪に対する心情の変化を考
える。

○冒頭部に書かれている。当該箇所を取り出してお
くと話し合いをしやすい。

（1）大造じいさんは，残雪に対して，初めはどのよ
うな心情をもっていたか，話し合う。

○心情の指摘とともに，なぜそのような心情に至った
のかついても考えさせたい。

※「書きかえ」のためのポイント１（その後の心情変
化の出発点であり，大造じいさんの立場に立つ第一
歩でもある。）

3

（2）大造じいさんは，残雪をとらえるために，どの
ような方法をとったか。その時の心情を表にまとめ
る。

○全部で三場面ある。一つの場面でも，残雪の動き
によって，大造じいさんの心情が移り変わることもあ
る。大造じいさんの性格や，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，互いに信頼し，謙虚
な心で相手と接することに

ついて考える。

【関】話し言葉と書き言葉
の違いをもとに，自身の言
語生活を振り返って考えよ
うとしている。【発言・ノー
ト】

◎【言】話し言葉と書き言
葉の，それぞれの特徴を
理解している。【発言・説
明、ノート】

【話聞】目的や意図に応じ
て，内容が正しく伝わるよう
な話し方や言葉づかいを
考えて話している。【観察・
ノート】

【書】気持ちやできごとをわ
かりやすく伝えるための工
夫を意識しながら，目的や
意図に応じて書き分けてい
る。
【ノート】

【関】テーマに対する自分
の立場をはっきりさせ，す
すんで話し合おうとしてい
る。【話し合い・発言】

◎【話聞】テーマについて
自分の立場をふまえ，理由
や根拠をあげながら話をし
ている。【発言】

【言】語感や言葉の使い方
に対する感覚について関
心をもっている。
【観察】

【関】熟語の構成をもとに
意味を考えたり，辞典を
使って調べたりしようとして
いる。【観察、ノート】

◎【言】熟語の構成をもと
に熟語の意味を理解して
いる。
【ノート、発言】

【関】絵の中の言葉を使っ
て，文を書こうとしている。
【ノート】
◎【言】絵の中の漢字を正
しく使い，文や文章を書い
ている。【ノート】

【書】書くことがらを明確に
し，記述の仕方について工
夫して書いている。【ノート】

【関】残雪に対する大造じ
いさんの心情の変化を読
み，大造じいさんの立場に
なって書きかえようとしてい
る。【ノート】

◎【読】残雪に対する大造
じいさんの心情の変化を，
心情表現に気をつけなが
ら読んでいる。【ノート、発
言、説明】

◎【読】「山場」についての
考えを交流し，自分の考え
を広げたり深めたりしてい
る。
【ノート、発言】
【書】大造じいさんの心情を
考えながら，大造じいさん
の立場で「山場」の場面を
書きかえている。【ノート】

【言】話し言葉と書き言葉と
の違いに気づいたり，言葉
の使い方に対する感覚に
関心をもったりしている。
【発言、観察】

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

２．「読書」という二字熟語の組み立てと意味を確
認する。
３．P87の設問で示す熟語について，組み立てに
そって読み下し，意味を推測する。
４．定義されている意味を辞典で調べ，自分が推
測した意味と比べ，熟語の意味を確認する。
５．二字熟語の構成のタイプを五つに分けて，理
解する。

４．「話し言葉と書き言葉の特徴」としてあげられて
いるものが，実際にどのようなかたちで現れるか，
具体的な場面を考えて発表する。

１．単元名やリード文を読み，普段，友達の意見を
聞いて話し合いをしているかどうかを振り返り，学
習の見通しをもつ。

（3）それぞれの意見（立場）の長所と短所を考えて
メモに書き出す。

△話し言葉と書き言葉の特徴の違いについて
理解したり，場に応じた言葉の選び方の違い
や表現の仕方の違いについて理解する。

△話し言葉と書き言葉との違いに気付くこと。
⇒◎伝国(1)イ(ｱ)
◇目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わる
ように話の構成を工夫しながら，場に応じた適
切な言葉遣いで話すこと。　⇒Ａ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

◇調べたことやまとめたことについて，討論な
どをすること。　⇒Ａ(2)イ
■事物のよさを多くの人に伝えるための文章を
書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

◇立場を決めて話し合い，さまざまな意見を聞
いて自分の考えを広げる。

◇考えたことや伝えたいことなどから話題を決
め，収集した知識や情報を関係付けること。
⇒Ａ(1)ア
◇目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わる
ように話の構成を工夫しながら，場に応じた適
切な言葉遣いで話すこと。　⇒Ａ(1)イ
◇話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意
見と比べるなどして考えをまとめること。　⇒Ａ
(1)エ
◇互いの立場や意図をはっきりさせながら，計
画的に話し合うこと。　⇒◎Ａ(1)オ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

◇調べたことやまとめたことについて，討論を
すること。　⇒Ａ(2)イ

△二字熟語の構成や由来について理解を深め
る。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
⇒◎伝国(1)イ(ｴ)
△第5学年及び第6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(ｱ)

△絵を見て想像したことをもとに，四年生まで
に配当されている漢字を使って文を作り，書く。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書
いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

□残雪に対する大造じいさんの心情の変化を
読み，大造じいさんの立場になって書きかえ
る。

□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒◎Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。
　⇒◎Ｃ(1)オ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ
△話し言葉と書き言葉との違いに気付くこと。
⇒伝国(1)イ(ｱ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

（□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒３・４年Ｃ(2)ア）
■経験したこと，想像したことなどを基に，詩や
短歌，俳句をつくったり，物語や随筆などを書
いたりすること。　⇒Ｂ(2)ア

話し言葉と書き言葉

「意見こうかん会」をしよう

漢字の広場3
熟語の構成

四年生で学んだ漢字③

1

5

1

1

1

1

8

8

9

単元名 七　立場を変えて書きかえよう

単元名 六　立場を決めて話し合おう

1

1

1

○



※「書きかえ」のためのポイント２（大造じいさんの心
情に寄りそう。）

○「ここが大事」にもあるように，「『山場』を考えるこ
とが作品全体の構成や中心人物の人物像をとらえ
ていくうえで大切」である。それは，読み手がこの物
語のどこに感動したか，どのような事柄が心に残っ
たのかの根拠となる「場」でもある。

○理由をノートにまとめるということは，「山場」に対
する自分なりの根拠をはっきりさせることがねらいで
ある。
○「山場」は一箇所とは限らない。読み手によって異
なる。ここではそれを話し合うこと，交流し合うことが
大切である。クラスで一つにまとめることが目的では
ない。

３．自分が「山場」だと考えたところを，「大造じいさ
ん」の立場で書きかえる。

○「自分が『山場』と考えた」とあるように，自分なり
の読みに基づいて書きかえる。

○大造じいさんの目・耳・心になって書く。心情は教
科書本文に書かれていないこともあるので，これま
でに大造じいさんの心情の変化を追ってきたのであ
る。
○P109の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

1
（2） 書き終わったら，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
所を中心に感想を伝え合うようにする。

和語・漢語・外来語 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。

○教材文から，和語と漢語の聞こえ方の違いについ
て自由に発表させる。

○「上級生らしく聞こえる」という以外にも，「堅く聞こ
える」や「専門家のようだ」という意見がでるかもしれ
ない。その場合，そのような印象を受けたのはなぜ
なのかと，それぞれの言葉の由来と特徴を調べて
ノートにまとめることで理解を深めさせたい。

○グループ活動で担当を決めて発表し合ってもよ
い。
○調べた外来語について発表をさせる。

○日常生活の中で気づいた外来語に似た意味で使
われる和語や漢語をあげ，それぞれの感じ方や使い
方の違いを話し合い，その表記を使うよさについても
感じさせる。

10
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素朴な琴

１．『素朴な琴』
（1）この琴からどのような音がひびいてくると思う
か，話し合う。

○「ひとつの素朴な琴」とは，どのような「琴」か。具
体的な形をもった「琴」か，想念から生まれた抽象的
な「琴」か，それによって「音」の響きも異なってくるだ
ろう。

鳴く虫 ２．『鳴く虫』
（1）「宝石を磨いている」ような，虫たちの鳴き声の
音色について話し合う。

○ダイヤモンドを磨くなら，どんな音がするだろうか。
サファイヤなら，ルビーなら……，聴覚的なイメージ
が広がる。

○磨かれたそれらの宝石は，どのような「ひかり」を
出すだろうか。視覚的なイメージも広がる。

10 はたはたのうた ３．『はたはたのうた』
（1）「ハタハタ」という言葉の繰り返しから，心に響
いてくることを話し合う。

○「はたはた」の繰り返しには，軽やかなリズムがう
まれ，「うた」がうまれる。

○「はたはた」には，次々と言葉が加わる。「さかな」
「うすべにいろ」「はたはた雲」……と。「はたはた」の
イメージがふくらんでいく。

雪 ４．『雪』
（1）繰り返し黙読し，情景を想像する。

○どんな風景が見えてくるだろうか。
　太郎と二郎の家二軒だけだろうか。
　家の内と外では，どのようなちがいがあるだろう
か。（人･温度）

○音は聞こえてくるだろうか。

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．P10・11を読み，敬語がどのような場面で使わ
れるかについて話し合う。

○弟からと先生からの電話の受け答えの違いにつ
いて話し合わせ，立場の違いや，敬意の違いについ
て気づかせる。

○電話での話し方など，いろいろな場面を想定し，
自分たちでも例をあげ，発表をさせる。

○敬語の種類について理解をさせ，場面を想定し
て，例文に続いて発表をさせるとよい。
○特別な言い方にもふれ，日常的に聞く言葉から，
敬意表現を増やしていくようにする。
○P13の下段の設問を解き，敬語を適切に使えるよ
うにする。

4
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関連
１．単元名とリード文を読み，自分の意見を文にま
とめることについて話し合い，学習の見通しをも
つ。

○いろいろな資料を読み比べて自分の考えを深め，
根拠を明確にして意見文を書くための学習の流れを
確認する。

２．自然保護のあり方について考えるために，白神
山地について書かれた二つの文章を読み，白神
山地の自然保護の方法を知る。

○本単元は，読む活動と書く活動が融合している。
P14のリード文や学習の進め方をもとに，どのように
活動を進めるのか児童が理解できるようにする。

（1）「ブナの森が支える豊かな自然」を読み，白神
山地が世界遺産に登録された経緯や，白神山地
が作り出す計り知れない恵みについて知る。また，
「白神山地の自然保護」を読み，自然保護には二
つの考え方があることを理解する。

○白神山地以外のテーマで学習する場合は，４月に
扱った「情報ノート」が続いているようであれば，学習
資料として見返させる。自分の「情報ノート」を活用
する機会をもたせたい。

○二つの文章を読み，白神山地の自然や保護の仕
方を大まかに理解させる。
○「白神山地の自然保護」を読み，核心地域と緩衝
地域のそれぞれの役割や考え方をおさえる。

３．白神山地の自然保護のあり方について自分の
立場を決め，その考えの根拠となる情報を見つけ
る。

○前時を受け，自然保護のあり方についてどちらの
立場をとるかを考えさせる。

（1）自分の立場を決める。

（2）資料1～6をもとに，それぞれの資料からわか
ることをノートに書き出す。

○それぞれの資料からわかることをノートに箇条書
きにする程度でよい。

（3）資料からわかったことについて，自分の考えと
その根拠となる点を書く。

○（2）の活動をふまえ，それぞれの資料からわかっ
たことについて自分の考えを書かせる。

４．考えを出し合い，グループで意見を交流するこ
とで，自分の考えを深める。

○自分の考えのもととなった文や言葉に線を引かせ
ておくと，意見文を書くときに引用しやすくなる。

（1）ノートにまとめた自分の考えをカードに写して
出し合い，グループで読み合う。

○考えと根拠を記すことに不慣れな児童がいると思
われるので，P24・25の例を参考にさせる。

（2）それぞれの考えや根拠について，質問し合っ
たり，考えを述べ合ったりする。
（3）グループでカードを整理し，新たにわかったこ
とや考えたことから自分の考えを深める。

○カードは一枚に限定しなくてもよい。

○グループでカードを整理する中で，自分の立場に
合った根拠を増やすようにする。

５．自分の考えとその根拠を整理して，意見文を書
く。
（1）（ｱ）と（ｲ）のどちらの立場をとるかを決め，「始
め」の部分を書き，読み合う。

1

（2）カードに書いたことをもとに，自分の立場や考
えに合った根拠を「中」の部分に書く。

○

○「中」については，「ここが大事」の②をもとに書か
せる。引用や事例の示し方，主張と根拠の分け方な
どを生かして書く。いくつの根拠を示すのか事前に
考えさせ，記述する方法もある。

1

（3）「始め」に主張したことや，「中」で根拠として書
いたことをふまえ，より自分の主張が伝わるように
「終わり」を書く。

○
○「始め」に書いた主張をもう一度繰り返し，より強く
主張する双括型の構成は，まとめとして「終わり」に
もう一度主張する。

1
（4）友達と意見文を読み合ったり，P27の振り返り
を行ったりする。 ○
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．漢字の四つの成り立ちの種類について理解す
る。
３．象形文字について理解し，設問に答えたりし
て，ノートにまとめる。
４．指事文字について理解し，設問に答えたりし
て，ノートにまとめる。

○象形文字と指事文字については，漢字の成り立ち
がどのように発想されているかにふれることを通して
考える程度でよい。解答も容易な設問だが，文字の
もとの形の特徴に着目させて興味をもたせたい。

○P26・27の例文と「ここが大事」の①をもとに，「始
め」の部分を書く。友達と読み合い，主張が明確に伝
わっているかを考えさせる。

【関】漢字の成り立ちにいく
つかの種類があることに気
づき，すすんで辞典で調べ
ようとしている。【観察】

◎【言】漢字の成り立ちを
理解している。【ノート】

【関】残雪に対する大造じ
いさんの心情の変化を読
み，大造じいさんの立場に
なって書きかえようとしてい
る。【ノート】

◎【読】残雪に対する大造
じいさんの心情の変化を，
心情表現に気をつけなが
ら読んでいる。【ノート、発
言、説明】

◎【読】「山場」についての
考えを交流し，自分の考え
を広げたり深めたりしてい
る。
【ノート、発言】
【書】大造じいさんの心情を
考えながら，大造じいさん
の立場で「山場」の場面を
書きかえている。【ノート】

【言】話し言葉と書き言葉と
の違いに気づいたり，言葉
の使い方に対する感覚に
関心をもったりしている。
【発言、観察】

【関】和語・漢語・外来語に
興味をもち，身のまわりか
らそれらの言葉を集めよう
としている。【ノート。観察】

◎【言】和語・漢語・外来語
を正しく区別して理解して
いる。【発言、ノート】

【関】さまざまな昔の作品を
読みながら，詩の世界を楽
しもうとしている。【観察、
ノート】

◎【読】場面の変化や情景
などについて，叙述を基に
自分の考えをまとめてい
る。
【ノート】
【言】語感，言葉の使い方
に対する感覚などについ
て，関心をもとうとしてい
る。
【観察、発言】

【関】敬語を使う場面や使
い方に関心をもとうとして
いる。【発言、観察】

◎【言】敬語のはたらきを
考え，どのような敬語をど
のようなときに使うか理解
している。【発言、ノート】

【関】白神山地に関する多
様な文章や資料を読み，そ
れを根拠にして自然保護
に対する自分の考えを深
めようとしている。【ノート】

【書】自然保護についての
立場を決め，主張の根拠と
なる事例を比較したり，関
係付けたりして整理してい
る。【ノート】

◎【書】資料の文や言葉を
引用したり，図表やグラフ
などを用いたりし，自分の
考えが伝わるように書いて
いる。【ノート、意見文】

◎【読】白神山地の自然保
護のあり方について考える
ため，文章や資料を比べて
読むなど効果的な読み方
を工夫している。【観察、
ノート、発言】

◎【読】文章や資料を読
み，自然保護について考え
たことを発表し合い，自分
の考えを広げたり，深めた
りする。
【発言・観察】
【言】自然保護に関する文
章の構成に着目している。
【ノート、意見文】

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（3）この物語の「山場」は，どこか。そこだと思った
理由をノートにまとめ，発表し合う。

（1）大造じいさんの立場，視点で書く。

２．教材文を読み，和語・漢語・外来語それぞれの
由来と特質をノートにまとめる。

３．日常生活の中で目や耳にする外来語をあげ，
辞典で意味や由来を調べる。

３．P12・13を読み，敬語の種類を考えながら，正し
い活用方法を理解して適切に使い分ける。

△和語・漢語・外来語の由来と特質を理解す
る。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
　⇒◎伝国(1)イ(ｴ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□さまざまな昔の作品を読みながら，詩の世界
を楽しむ。

□自分の思いや考えが伝わるように音読や朗
読をすること。　⇒Ｃ(1)ア
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒◎Ｃ(1)エ
△親しみやすい近代以降の文語調の文章につ
いて，内容の大体を知り，音読すること。
　⇒伝国(1)ア(ｱ)
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

（□詩を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒３・４年Ｃ(2)ア）

△敬語のはたらきを種類を理解して，正しく使
う。

△日常よく使われる敬語の使い方に慣れるこ
と。　⇒◎伝国(1)イ(ｸ)

■□多様な文章や資料を比べながら読み，自
分の考えを深め，その考えが伝わるように根
拠を明確にして意見文を書く。

■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒◎Ｂ(1)ア
■自分の取り上げた問題について，考えが明
確になるように，問題・主張・根拠の関係をはっ
きりさせて文章を書くこと。　⇒Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたりくわし
く書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■自分の取り上げた問題について，考えが伝
わるように調べた内容を引用したり，図表を用
いたりして文章を書くこと。　⇒◎Ｂ(1)エ
□自然保護に対する自分の意見を持つため
に，問題を解説した文章を読んで基礎的な知
識を得たり，さまざまな立場の人が述べた意見
などを観点を決めて読んだりする。
　⇒Ｃ(1)イ
□自然保護に対するさまざまな立場の人の意
見を読み，意見と根拠の関係をおさえ，自分の
考えを明確にすること。　⇒◎Ｃ(1)ウ
□自分の読み取ったことをもとに，自然保護に
対する考えを発表し合い，考えを広めたり，深
めたりすること。　⇒◎Ｃ(1)オ
□自然保護に対する自分の意見をもつため
に，問題を解説した文章や，さまざまな立場の
人が述べた意見を探して読み，観点を決めて
内容を整理すること。　⇒Ｃ(1)カ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△文や文章にはいろいろな構成があることに
ついて理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■自分の課題について調べ，意見を記述した
文章や活動を報告した文章などを書いたり編
集したりすること。　⇒Ｂ(2)イ
□自分の課題を解決するために，意見を述べ
た文章や解説の文章などを利用すること。
　⇒Ｃ(2)イ

△漢字の成り立ちについて関心を深める。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)
△第5学年及び第6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(ｱ)
△仮名及び漢字の由来，特質などについて理
解すること。　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

□残雪に対する大造じいさんの心情の変化を
読み，大造じいさんの立場になって書きかえ
る。

□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒◎Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。
　⇒◎Ｃ(1)オ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ
△話し言葉と書き言葉との違いに気付くこと。
⇒伝国(1)イ(ｱ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

（□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒３・４年Ｃ(2)ア）
■経験したこと，想像したことなどを基に，詩や
短歌，俳句をつくったり，物語や随筆などを書
いたりすること。　⇒Ｂ(2)ア

漢字の広場4
漢字の成り立ち

敬語
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５．会意文字について理解し，設問に答えたりし
て，ノートにまとめる。

○会意文字と形声文字は，象形文字や指事文字を
複合的に組み合わせることによって，新しい意味をも
たせている。「口＋鳥→鳴」という造字の方法を理解
するとともに，「鳴→口＋鳥」と漢字を分解して，意味
を考える習慣を身につけるようにさせておきたい。

６．形声文字について理解し，ノートにまとめる。
７．漢字辞典を利用して，形声文字の成り立ちを調
べる。

○形声文字の数は，漢字の80％を占めるほど多い。
造字の方法の理解とともに，解字の習慣を身につけ
ることによって，未習の漢字の意味や読み方を推測
できる可能性が広がる。また，「音を表す部分」が共
通する漢字を，関連づけて習得できる効果も期待で
きる。10 五年生で学ぶ漢字② 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。

○『漢字の広場1』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．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，傍線の
言葉を使って，短文作りをする。

○書いた文章を読み直して，表現の曖昧さはないか
など表現の効果などについて確かめ，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，表現の効果などについて確か
め，よりよい表現に書き直したりするなど，推敲す
る。
13．書いたものを発表し合い，表現の仕方に着目
して助言し合う。

11 四年生で学んだ漢字④ 14．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。

15．教科書の絵を見て，描かれている様子につい
て説明する。

○絵の中にある四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，言葉からわかる地域の様子
をできるだけたくさん発表できるようにする。

16．四年生までに習った漢字を使って，絵に描か
れている様子や物，人物がしていることなどを説
明する文を書く。

○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。

○書くことがらを明確にし，記述の仕方について工
夫するよう助言する。
○作った文を互いに発表し合うようにする。

12

月 時 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
11 １．単元とびらを読み，学習の見通しをもつ。 ○昔から読みつがれている物語を「古典」というこ

と，今なお読まれている作品を読んで感想を書くこと
をつかませる。

２．『竹取物語』『平家物語』『伊曾保物語』にふれ
て，その文章の一部を音読する。

○それぞれの物語の概略と引用された原文の内容
の大体を知り，古文を音読してみる。教師の範読に
したがって，学習者に復読させるとよい。

○物語に寄せる，それぞれの時代の人々のものの
見方や感じ方などを考えながら読むようにする。
○ここで取り上げられている物語について，知ってい
ることがあれば発表させてもよい。

３．日本の伝統芸能にふれ，人々との関わりにつ
いて知る。

○P38・39を読み，能や狂言，人形浄瑠璃，歌舞伎
などによって，物語を劇化し，人々が楽しんでいたこ
とをおさえたい。

○巻末付録の『附子』を読み合ってもよい。

1

４．「古典」を読んで，感想を書く。

○ ○

○「日本昔話」や子ども向けに現代語で書かれた古
典を選択させ，簡単な感想文を書かせる。

11 １．教科書に載っている俳句・短歌について感じた
ことや表現の工夫について考え，学習の見通しを
もつ。

○自分の好きな作品を一つ選んで，その情景を絵に
して表現させる。そしてそのよさを交流する。

○俳人や歌人の作品は高等すぎるので，児童の作
品からよさを見つけさせたい。

２．俳句を作って，交流する。 ○教科書に書かれている俳句の作り方を参考にして
俳句を作る。一つに限らず，気軽に複数作るようにさ
せる。

○季語は歳時記などを参考にして作るが，厳密にそ
れに従う必要はない。児童の日常感覚を大切にした
い。

1
３．短歌を作って，交流する。

○ ○
○教科書に書かれている短歌の作り方を参考にして
短歌を作る。

４．「子ども句会」を開く。 ○教科書に書かれている手順で「子ども句会」を開
く。俳句を作ることの楽しさを味わえるようにしたい。
○俳句を選ぶ時には，選んだ俳句のよさを，できる
だけ具体的に言葉で表すようにさせたい。

8

月 時 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

1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○

○表現の工夫や登場人物の性格を考えながら読
み，物語のおもしろいところを発表する。さらに，推薦
の仕方を工夫して「図書すいせん会」を開くという単
元の見通しをもたせる。

２．表現の工夫や登場人物の性格について考え
る。
（1）登場人物の性格を，教科書に取り上げられた
四郎，かん子，紺三郎についての表現などをもと
に，ノートにまとめる。

○三人の主な登場人物が特徴的に描かれている。
教科書では，それぞれ一箇所の行動から性格を類
推させるようにしているが，他の箇所も合わせて探
すことによって，その根拠をよりはっきりさせたい。

○性格を，「○○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，登場人物に光を当てるよ
うにしたい。

※「おもしろさ」のためのポイント１（性格の視点から
考える。）

（2） 表現の工夫について，次の二つの点をノート
にまとめる。

○「ここが大事」にあるように，「表現のくふう」がこの
物語の大きな特徴である。

　＊リズムのある表現
　＊例えを使った情景描写

○「リズムのある表現」……教科書に取り上げてある
ものの他にも，歌であったり，呼びかけであったり多
くの箇所がある。「五・七調」が基本となっおり，この
物語全体のリズムを形づくっている。声に出して読
み，リズムを感じさせたい。

○「たとえを使った情景びょうしゃ」……教科書で取り
上げた例にもあるように，野原や林の中など，直喩
（「たとえば……のよう」「あたかも……みたい」など）
と暗喩（「……みたい」を使わずに，「あい色の木の
かげが一面あみになって」のように例える）をふんだ
んに使って情景を描写している。それらが，「冬」を象
徴するような冷たく鋭い透明感の中に，「あたたか
さ」を感じさせているようである。

※「おもしろさ」のためのポイント２（表現の工夫の視
点から考える。）
○ここでいう「おもしろさ」とは，「おかしい」という笑い
を誘うようなことではなく，興味をもった，印象に残っ
たなどのような意味である。

○二つの視点から考えることができる。
「表現の特徴」から
「人物の行動，あるいは，人物の相互交流」から教科
書の例の女の子は，前者の視点で考えている。後者
の視点から「おもしろさ」をとらえていってもよい。

○発表にあたっては，「なるほどと思ったところ」「い
いなと思うところ」など，長所を中心に聞き合うように
する。

○教科書P72にある手順をもとに，発表の準備をす
る。○「すいせんの方法」は，例として６点紹介されてい
る。そのうち，４点が教科書で具体的に示されてい
る。これら以外の方法があれば，創意・工夫させた
い。

3

（2）紹介の仕方を工夫しながら，推薦の文章を書
く。

○ ○ ○

○４点の具体例をみると，どのように作るか，どこ
に，どのようなことを書くかなど，丁寧に紹介されて
いる。
「ひと言書評」「特集する作者の例」「宣伝文句」「本
のおもしろかったところや読んだ感想」などを，ポップ
や帯紙に取り入れてもよいし，「本の内容を，読んで
みたくなるような短い言葉にまとめて書く。」「本の
テーマに合うように，絵をかいたり，形をくふうしたり
する。」などを，新聞やポスターに利用することもでき
○互いのグループの作品を見ながら，感想を交流し
合う。

○作った文を互いに発表し合うようにさせる。読み手
の立場から文章を客観的に評価するために，相互評
価を積極的に位置づけたい。

☆総合的な学習の時間・
道徳：昔の人の思いや考え
方にふれ，今と昔の違いや
共通点について調べたり，

関心を高めたりする。

☆道徳：物語の読みをとお
して，自分と異なる意見や
立場を大切にするととも

に，自然の偉大さを知り，
自然環境についての考え

方を深める。

☆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。

【関】漢字の成り立ちにいく
つかの種類があることに気
づき，すすんで辞典で調べ
ようとしている。【観察】

◎【言】漢字の成り立ちを
理解している。【ノート】

【関】傍線の言葉を使って，
文を書こうとしている。【観
察】

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

【書】読んだり，書いたりし
たものを発表し合い，正し
い漢字の書き方などに着
目して助言し合っている。
【観察・ノート】

【関】絵の中の言葉を使っ
て，文を書こうとしている。
【ノート】
◎【言】絵の中の漢字を正
しく使い，文や文章を書い
ている。【ノート】

【書】書くことがらを明確に
し，記述の仕方について工
夫して書いている。
【ノート】

【関】それぞれの物語につ
て知り，楽しもうとしてい
る。
【観察、発言】
◎【言】それぞれの物語に
関わった人々と，今の自分
たちとのものの見方や感じ
方などを比較して考えてい
る。
【ノート。説明】
【書】自分の読んだ物語の
感想を書いている。
【ノート】

【関】俳句・短歌を意欲的に
書こうとしている。【ノート】

◎【書】言葉の使い方を工
夫して俳句・短歌を作って
いる。【ノート】

【言】言葉の使い方の感覚
について関心をもってい
る。
【観察、発言】

【関】表現の工夫をとおし
て，『雪わたり』のおもしろ
さを発表しようとしている。
【観察。発言】
◎【読】情景描写や，登場
人物の行動や気持ちなど，
表現の工夫をとおして，
『雪わたり』のおもしろさを
読んでいる。【ノート・観察、
発言】

【言】比喩や反復などの表
現の工夫に気づいたり，語
感，言葉の使い方について
気をつけたりしている。【発
言、ノート】

【関】日常の読書に親し
み，すすんで「図書すいせ
ん会」の準備をし，発表し
ようとしている。【発表、観
察】

◎【読】読書をもとに「図書
すいせん会」に向けて，内
容を整理して書き，掲示し
ている。【ノート】

【書】推薦する本を紹介す
る文章を，相手や目的を明
確にして書いている。【ノー
ト】

【言】推薦する本を，感想
や，短い言葉を使って表現
している。【ノート】

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

３．『雪わたり』のおもしろさを考えて，発表し合う。

４．「図書すいせん会」を開く。
（1）「すいせん」したい本を選び，「図書すいせん
会」の準備をする。

（3）「図書すいせん会」を開き，感想を交流し合う。

□人物や場面の描かれ方を読み味わいなが
ら，読書生活を豊かにする。

□表現の工夫をとおして，『雪わたり』のおもし
ろさを発表する。

□自分の思いや考えが伝わるように音読や朗
読をすること。　⇒Ｃ(1)ア
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒◎Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。　⇒Ｃ
(1)オ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
△比喩や反復などの表現の工夫に気付くこと。
⇒伝国(1)イ(ｹ)

（□物語を読み，感想を述べ合うこと。
　⇒３・４年Ｃ(2)ア）

□印象に残った作品を取り上げ，推薦の仕方
を工夫して，「図書すいせん会」を開く。
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。　⇒Ｃ
(1)オ
□目的に応じて，複数の本や文章などを選ん
で比べて読むこと。　⇒◎Ｃ(1)カ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
□印象に残った本を読んで推薦の文章を書く
こと。　⇒Ｃ(2)エ
■印象に残った本のよさを多くの人に伝えるた
めの文章を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

△漢字の成り立ちについて関心を深める。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
　⇒伝国(1)イ(ｴ)
△第5学年及び第6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(ｱ)
△仮名及び漢字の由来，特質などについて理
解すること。　⇒◎伝国(1)ウ(ｲ)

△提示の漢字を正しく読んだり，書いたりし，書
いた文章を発表し合い，表現の仕方に着目し
て確かめる。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒Ｂ(1)カ

△絵を見て想像したことをもとに，四年生まで
に配当されている漢字を使って文を作り，書く。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書
いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

△昔から読み継がれている物語を読み，感想
を書く。

△親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語
調の文章について，内容の大体を知り，音読
すること。　⇒伝国(1)ア(ｱ)
△古典について解説した文章を読み，昔の人
のものの見方や感じ方を知ること。
　⇒◎伝国(1)ア(ｲ)
△時間の経過による言葉の変化や世代による
言葉の違いに気付くこと。　⇒伝国(1)イ(ｲ)
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒Ｂ(1)カ

■言葉を選んで，気持ちや様子を伝える。

■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■自分の考えを明確に表現するため，文章全
体の構成の効果を考えること。　⇒Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒◎Ｂ(1)オ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

■経験したこと，想像したことなどを基に，詩や
短歌，俳句をつくったり，物語や随筆などを書
いたりすること。　⇒Ｂ(2)ア

漢字の広場4
漢字の成り立ち

「古典」を楽しむ

俳句・短歌を作ろう

「子ども句会」を楽しもう

雪わたり

「図書すいせん会」を開こう
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1

1

1

1

2

1

2

1

単元名 三　本のすいせんをしよう

11

11

12

単元名 二　日本の文化を考えよう

10

1

1

1



○工夫されている点，よくできている点など，互いに
よくできているところを評価し合うようにする。

１．伝統的な言葉遊びである「折句」（アクロス
ティック）について知る。

○「小倉山」の歌の折句表現の工夫から，言葉遊び
のおもしろさを感じさせたい。また，こうした言語表現
は日本だけでなく，外国にもあるということも知らせ
たい。

２．自分でも工夫して作ってみる。 ○グループで協力して作ってもよい。語頭や語尾の
文字を探すのには，国語辞典や，逆引き辞典などが
利用できる。

12

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 ５年の学習到達度を測る CRT学力テスト

1

月 時 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

1

１．単元名とリード文を読み，「まんがの方法」につ
いて話し合い，学習の見通しをもつ。 ○

○教材文を読み，さまざまな「まんがの方法」を理解
することで，まんがに対する考えがどのように変化し
たかを文章に表すという流れを確認する。

２．文章で紹介されたさまざまな「まんがの方法」
と，その効果を理解するとともに，筆者の紹介の手
順や表現の特徴などについて話し合う。

○「まんがの方法」がわかりやすいまんがを用意し
ておき，「まんがの方法」を確かめたり，新たに見つ
けたりする目的で読む機会を与えることも考えられ
る。○第3段落の「まんがに特有の，共通した表現方法」
を「まんがの方法」と呼ぶと書かれている定義をおさ
える。具体的には，以下のものである。

　＊コマ

　＊フキダシ

　＊手書きの文字

　＊人物のえがき方（表情）

　＊物語の進行の仕方

　＊背景

　＊ナレーターの言葉

○「まんがの方法」の「効果」と判断しにくい表現もあ
る。その「まんがの方法」の「よさ」「特長」などと置き
換えてもよい。

○まず，どんな「まんがの方法」が紹介されているの
かをノートにまとめる。それを確認し，効果が書かれ
ている文に線を引かせ，一人一人が箇条書きにした
うえで，全体で確認する。

○P91の「言葉」の設問には，文章中で多く使われて
いる符号（「　」）のはたらきが示されている。それぞ
れの「まんがの方法」を確かめる際，出てきた符号に
ついては適宜，はたらきを考えさせる。

○「みなさんも」という読者に語りかける技法はこの
文章の特徴のひとつなので，P89の三つのフキダシ
をもとに，児童に探させたい。

○P89の三つのフキダシをもとに，まずは一人一人
の児童が手順や表現の特徴を見つける時間をとり，
その後，グループや全体で話し合うようにする。

３．まんがに対する考えを，『まんがの方法』を読
む前と比べ，その変化を文章に表す。
（1）P90に示された3段落の構成で文章を書く。

○P90の文例は，それぞれ設問の①～③に対応して
いる。「読む前→気づいたこと→新たな考え」と順を
追って書かせるとよい。

○②では，文章を引用するなどして気づいたことを
書かせる。紹介された「まんがの方法」について気づ
いたことを書くだけでなく，日本のまんがが世界で親
しまれていることや，「まんがの方法」の広がりにつ
いて自分の考えを記すよう助言したい。

（2）書いた文章を友達と読み合い，『まんがの方
法』を読む前と読んだ後の考えの変化や，まんが
について気づいたことなどを交流する。

○考えがどのように変化したか，そのきっかけとなっ
た気づきはどのようなことかなど，視点を明確にして
読み合い，交流するようにする。

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。

２．P92を読んで，名詞・動詞・様子を表す言葉の
はたらきや性質を知り，設問に答える。

○例示された会話文から，言葉はいくつかの種類に
分けられることに気づき，三人の会話に当てはまる
分類の言葉をほかにも探して発表をさせる。

３．P93を読んで様子を表す言葉の性質を知り，設
問に答える。

○名詞・動詞・様子を表す言葉という分け方を教科
書にそって理解する。
○P93の下段の設問に答えながら，自分でも適切に
形を変えて入れられるようにする。また，言葉を見て
分類できるようにする。

1

○動詞・名詞・様子を表す言葉のどの分類に入る
か，設問にそって，よく似た単語の文法的な違いを
考えさせるようにする。

○言葉の意味を考えて発表をさせていきたい。

7

月 時 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

1

ひみつを調べて発表しよう １．単元名やリード文を読み，資料を有効に活用し
た発表の仕方について話し合い，学習の見通しを
もつ。 ○ ○

○自分たちが調べたことを資料や見せ方などを工夫
することによって，効果的に発表することを理解さ
せ，その発表方法を意識づけ，自分たちもその方法
で発表していくように意欲づける。

☆社会科・総合的な学習
の時間・特別活動：根拠や
理由をはっきりさせて，自
分の考えを述べる。

２．資料の示し方を工夫した，効果的な発表の仕
方について知る。

○教科書を読んで，全体の流れを理解させる。

○プレゼンテーションでは，どのような資料をどのよ
うな方法で提示するのか，目的に合うように決めるこ
とが大切である。

３．これまでの発表を振り返る。 ○これまでの発表について感想を出し合う，よいきっ
かけとしたい。
○伝えたいことを「～のひみつ」とすることで，それを
解明するように聞き手に根拠を示していくことにな
る。
○テーマを決める際に，４月に学習した「情報ノート」
を活用できるなら，参考資料として持ち寄らせる。自
分の「情報ノート」を活用する機会を作りたい。

５．発表の準備をする。

（1）発表の内容を考える。

　＊発表の中心となる柱を決める。 ○「柱」という言い方で発表の中心をはっきりさせ，そ
れを受けて構成表ができていき，提示資料が決ま
る。　＊内容にそったわかりやすい資料を作る。

　＊発表の構成を考える。
○資料作りとその提示の仕方の検討に，時間を確保
するようにしたい。

（2）発表の仕方の工夫について考える。

（3）発表練習を行い，発表の内容と方法を見直
す。６．発表をし，振り返る。

（1）発表する。 ○発表するときと聞くときの大事なことを，開始前に
よく確認する。

（2）自分たちの発表を振り返る。 ○話し合いでは，自分たちの資料作りや内容を踏ま
えた意見や感想も出されるとよい。
○グループごとの振り返りを十分に行い，それぞれ
発表して交流するようにする。

（3）日常生活における発表の機会への意識化を
図る。

○資料を使った効果的な発表の仕方を日常生活の
中でも考えて，活用していくように意識づけ，意欲づ
けを行う。

【関】言葉にはいろいろな
種類があることに気づき，
その性質を学ぼうとしてい
る。【観察】

◎【言】名詞・動詞・様子を
表す言葉の性質を知り，そ
れらを区別している。
【ノート、発言】

【関】テーマにそって効果的
に発表しようとしている。
【観察、発表】
◎【話聞】必要な資料を集
め，調べたことを関係づけ
るなどして整理している。
【ノート】
◎【話聞】調べたことにつ
て，内容や構成の資料の
示し方を工夫して発表して
いる。
【発表】
【言】聞き手を意識して，言
葉の選び方に関心をもって
話している。【発表、観察】

【関】日常の読書に親し
み，すすんで「図書すいせ
ん会」の準備をし，発表し
ようとしている。【発表、観
察】

◎【読】読書をもとに「図書
すいせん会」に向けて，内
容を整理して書き，掲示し
ている。【ノート】

【書】推薦する本を紹介す
る文章を，相手や目的を明
確にして書いている。【ノー
ト】

【言】推薦する本を，感想
や，短い言葉を使って表現
している。【ノート】

【関】「折句」について知り，
楽しもうとしている。【観察】

◎【言】語感に注意しなが
ら「折句」への理解を深め
ている。【ノート】

【書】表現の効果について
工夫している。【ノート】

【関】文章を読み，さまざま
な「まんがの方法」とその
効果，筆者の紹介の手順
や表現の特徴をとらえよう
としている。 【ノート、発言】

◎【読】「まんがの方法」の
紹介，詳しい解説や具体
例，効果という説明の手順
をおさえ，多くの投げかけ
や問いかけ，具体例など表
現の特徴をとらえながら読
んでいる。
　【ノート、説明】
【書】読む前，文章を読ん
で気づいたことや実際に確
かめたこと，新たな考え，と
いう構成で，まんがに対す
る自らの考えの変化を書い
ている。
【ノート】
【言】問いかけや投げか
け，符号などの使い方に関
心をもっている。【観察、
ノート】

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（1）文章で紹介された「まんがの方法」について，
書かれている段落や効果などをノートにまとめる。

（2）「まんがの方法」を紹介する，筆者の手順や表
現の特徴について話し合う。

４．設問に答え，よく似た言葉で名詞・動詞・様子を
表す言葉の別がある例を探し，発表する。

４．自分たちのテーマを決め，伝えたいことの中心
を考える。

（3）「図書すいせん会」を開き，感想を交流し合う。

□印象に残った作品を取り上げ，推薦の仕方
を工夫して，「図書すいせん会」を開く。
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえ，優れた叙述について自分の
考えをまとめること。　⇒Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。　⇒Ｃ
(1)オ
□目的に応じて，複数の本や文章などを選ん
で比べて読むこと。　⇒◎Ｃ(1)カ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
△文章の中での語句と語句との関係を理解す
ること。　⇒伝国(1)イ(ｵ)
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
□印象に残った本を読んで推薦の文章を書く
こと。　⇒Ｃ(2)エ
■印象に残った本のよさを多くの人に伝えるた
めの文章を書くこと。　⇒Ｂ(2)ウ

△伝統的な言葉遊びの一つである「折句」につ
いて知り，「折句」を作る。

△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒◎伝国(1)イ(ｶ)
■表現の効果などについて確かめたり工夫し
たりすること。　⇒Ｂ(1)オ

□文章を読んでまんがの表現方法やおもしろ
さを理解し，まんがに対する自らの考えの変化
を文章に表す。

□事例として取り上げられたまんがとその解
説，自身が感じる印象とを比べながら，『まん
がの方法』を読むこと。　⇒◎Ｃ(1)ウ
□まんがの表現方法について確認したり，新
たな表現方法を発見したりするために，『まん
がの方法』の解説と比較しながら，複数のまん
がを読むこと。　⇒Ｃ(1)カ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

□自分の課題を解決するために，意見を述べ
た文章や解説の文章などを利用すること。
　⇒Ｃ(2)イ
■自分の課題について調べ，意見を記述した
文章や活動を報告した文章などを書いたり編
集したりすること。　⇒B (2)イ

△言葉の中には，名詞・動詞・様子を表す言葉
があることを知り，それぞれのはたらきや性質
を理解する。

△語句の構成，変化などについての理解を深
め，また，語句の由来などに関心をもつこと。
⇒◎伝国(1)イ(ｴ)

◇資料を生かした構成を考えて，効果的に発
表する。

◇考えたことや伝えたいことなどから話題を決
め，収集した知識や情報を関係付けること。
⇒◎Ａ(1)ア
◇目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わる
ように話の構成を工夫しながら，場に応じた適
切な言葉遣いで話すこと。　⇒◎Ａ(1)イ
◇話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意
見と比べるなどして考えをまとめること。　⇒Ａ
(1)エ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)

◇資料を提示しながら説明や報告をしたり，そ
れらを聞いて助言や提案をしたりすること。
　⇒Ａ(2)ア

「図書すいせん会」を開こう

折句を作ろう

まんがの方法

言葉の種類

1

3

3

1

単元名 標茶町学力サポートプラン

単元名 四　まんがに対する考えを文章に表そう

単元名 五　資料をくふうして効果的に発表しよう

12

12

12

12

1

2

1

2

1

1

1

1



2 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．同音異義語である「関心」と「感心」の意味を国
語辞典で調べ，文脈にふさわしい熟語をあては
め，同音異義語について関心をもつ。

○どちらの熟語を使うことがふさわしいかについて，
判断のよりどころとなるものを話し合う。同音異義語
の使い分けには，「文脈に合った熟語を選ぶこと」
「熟語の意味を考えて選ぶこと」が必要であることを
おさえたい。そのうえで国語辞典で意味を調べるよう
にさせる。○同音異字の使い分けは，文脈から意味を考えて，
それにふさわしい漢字を選ぶようにすることを意識さ
せたい。そのために漢字辞典で一つ一つの漢字の
本来の意味を確認することが必要となる。

３．P100の下段の設問をノートに書き，下の欄内
の漢字の意味や使い方を漢字辞典で調べ，それ
ぞれふさわしい同音異字をあてはめる。

○P100の下段の設問で，下の欄内に掲げる漢字
は，すべて形声文字である。「音を表す部分」が共通
するので，同音となったり，字形も意味も似かよった
りして，互いにまぎらわしい。そこで，それぞれの部
首に着目し，区別することができるようにしたい。

４．国語辞典や漢字辞典を使って，同音異義語を
調べ，発表し合う。

○漢字辞典の「音訓さくいん」を使ったり，教科書巻
末の『漢字を学ぼう』などを活用する。
○同訓の漢字について意識づけてもよい。

2 四年生で学んだ漢字⑤ △絵を見て想像したことをもとに，四年生まで
に配当されている漢字を使って文を作り，書く。

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。

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。

○絵の中にある四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様子
をできるだけたくさん発表できるようにする。

７．四年生までに習った漢字を使って，絵に描かれ
ている様子や物，人物がしていることなどを説明す
る文を書く。

○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。

○書くことがらを明確にし，記述の仕方について工
夫するよう助言する。
○作った文を互いに発表し合うようにする。

10

月 時 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
2   クラスで活動報告をしよう ○報告文を読んでもらう相手や，書く目的を明確に

する。
○文集の構成を確認し，前書き，後書き，本文など
活動のイメージがわかるようにする。
○活動報告文集を作りたい，と児童が思うように意
欲を高める。
○活動報告の内容は，教科書の文集例にこだわら
ず，クラスの実態に合う内容にする。あくまで「安全
への取り組み」は例にすぎない。

1
２．クラスの活動報告の目次を作り，分担を決め
る。 ○

○必ず全員がどれかの分担になるようにする。編集
委員には前書きなどの担当を兼ねさせる。
○本としての一体感をもたせるために，ある程度本
文に書く内容を統一する必要がある。クラス，または
文集委員で話し合って決めてから文章を書かせた
い。
○統一で扱いたい内容例

　＊タイトル「○○担当の活動報告」

　＊担当者名

　＊活動目的

　＊活動内容

　＊成果と課題

　＊活動して考えたことや思ったこと

2

４．分担ごとに文章を書く。 ○実際にインタビューなどをして事実に基づいて書
かせたり，資料を引用したりするなど，今まで学習し
てきたことを使って文章を書くようにする。

○書き終わったらグループで読み合い，推敲をす
る。その後清書をする。

1
５．製本をし，交流をする。 ○表紙や前書きなどと合わせて数冊印刷し，製本を

する。
○クラス内で交流するだけでなく，他クラスに読んで
もらうなど，製本してよかったという実感を児童がも
てるようにする。

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．訓読みで「集」のつく言葉を取り上げ，送り仮名
について，そのはたらきや使われ方のきまりにつ
いて理解できるようにする。

○「集まる」の送り仮名が「集る」でも「集つまる」でも
ないわけを考えさせたい。そのためには，「集まる」
「集める」の活用の変化に着目させるとよい。

３．動詞や様子を表す言葉など，活用のある言葉
の送り仮名について知る。
４．名詞のように活用のない言葉の送り仮名につ
いて知る。

○辞典などを活用して調べる活動を取り入れ，自ら
送り仮名の法則性に気づくようにするとともに，正しく
使うことの必要性を感じることができるようにしたい。
また，迷ったときには，その場で辞典などで確かめる
態度も養っておきたい。

５．P109下段の設問を解き，送り仮名のきまりにつ
いての関心を深める。

○P109下段の設問では，語幹と活用語尾（形の変
わる部分）とに分けて，活用語尾に傍線をつけるよう
にするとわかりやすい。

○送り仮名のつけ方に迷ったときには，活用を意識
したり，派生・対応関係にある仲間の言葉を想起した
りして，仲間の言葉の送り仮名に合わせるとよい。こ
れを日常的にできるようこの機会に経験させておき
たい。（例）「つもる」→つむ→つみ木→「つ・もる（積
もる）」

3 五年生で学ぶ漢字③ ６．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。

７．傍線の言葉に注意して，提示の文を声に出し
て読む。

○『漢字の広場1』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。

８．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢字の練習
をする。
９．新出漢字を漢字学習ノートにまとめ，傍線の言
葉を使って，短文作りをする。

○書いた文章を読み直して，表現の曖昧さはないか
など表現の効果について確かめ，よりよい表現に書
き直したりするようはたらきかける。

10．文を読み返し，表現の効果などについて確か
め，よりよい表現に書き直したりするなど，推敲す
る。11．書いたものを発表し合い，表現の仕方に着目
して助言し合う。

○作った文を互いに発表し合うようにする。読み手
の立場から文章を客観的に評価するために，相互評
価を積極的に位置づけたい。

四年生で学んだ漢字⑥ △絵を見て想像したことをもとに，四年生まで
に配当されている漢字を使って文を作り，書く。

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。

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。

○絵の中にある四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，言葉からわかる学校生活の
様子をできるだけたくさん発表できるようにする。

14．四年生までに習った漢字を使って，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。

○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。

○書くことがらを明確にし，記述の仕方について工
夫するよう助言する。

○作った文を互いに発表し合うようにする。

9

月 時 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
１．単元とびらを読んで，学習の見通しをもつ。

○
○筆者の行動から心情を考えて読み，筆者について
の考えをまとめるという単元の見通しをもたせる。

２．みすゞをさがし求める筆者の行動から，その時
の筆者の心情を考える。

○「筆者の心情」については，本文でふれていない
箇所もあるので，読み手が補足する必要がある。

（1）「いつ」「どのようなこと」があったのかに気をつ
けて，筆者の「みすゞさがしの旅」を表にまとめ，そ
の時の筆者の心情を考える。

○「どのようなこと」については，できごとによっては
全文引用ではなく，要約するようにまとめる。教科書
の例の「昭和43（1968）年」の項で，「……いくつかき
くことができた。」とあるが，この「いくつか」を具体的
にまとめて引用することがあってもよい。

○「いつ」については，必ず西暦を入れるようにす
る。そうすることで経過年がわかりやすくなる。
○「ここが大事」にあるように，この作品では，筆者の
個人的な経験をもとに，金子みすゞへの筆者の心情
や考え方をとらえることができる。

※「考えをまとめる」ためのポイント１（筆者の心情・
考えの整理）

☆道徳：ノンフィクションの
読みをとおして，美しいも
のに感動する心や，自分と
異なる意見や立場を大切
にすることについての考え
方を深める。

【関】同音の漢字や同音異
義語があることに気づき，
関心をもとうとしている。
【観察、ノート】
◎【言】国語辞典などを使
いながら，同音の漢字や同
音異義語を使い分けてい
る。
【ノート】

【関】絵の中の言葉を使っ
て，文を書こうとしている。
【ノート、観察】
◎【言】絵の中の漢字を正
しく使い，文や文章を書い
ている。【ノート】

【書】書くことがらを明確に
し，記述の仕方について工
夫して書いている。
【ノート】

【関】活動報告を意欲的に
書こうとしている。
【観察、ノート】
◎【書】本全体の構成を考
えて文章を書いている。
【ノート】

◎【書】引用したり，図表や
グラフなどを用いて，報告
する内容がわかりやすく伝
わるように書いている。
【ノート】
【言】本にふさわしい構成
があることを理解している。
【ノート】

【関】送り仮名の必要性や
つけ方のきまりに気をつけ
て，漢字を書こうとしてい
る。
【ノート】
◎【言】送り仮名の必要性
やつけ方のきまりを理解・
確認しながら書いている。
【ノート】

【関】傍線の言葉を使って，
文を書こうとしている。
【ノート】

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

【書】読んだり，書いたりし
たものを発表し合い，正し
い漢字の書き方などに着
目して助言し合っている。
【ノート】

【関】絵の中の言葉を使っ
て，文を書こうとしている。
【【観察、ノート】
◎【言】絵の中の漢字を正
しく使い，文や文章を書い
ている。【ノート】

【書】書くことがらを明確に
し，記述の仕方について工
夫して書いている。【ノート】

【関】筆者の心情や考えに
興味をもち，自分の考えを
まとめようとしている。
【観察、ノート】
◎【読】長い年月をかけな
がら，一つのことを追い求
め続ける筆者の心情や考
えを読んでいる。【ノート、
発言】

◎【読】筆者の心情や考え
について，自分なりの考え
を発表し合い，考えを広げ
たり深めたりしている。【発
表、ノート】

【書】筆者の心情や考えを
読み，自分の考えをノート
にまとめている。【ノート】

【言】語句と語句との関係
や，文末表現などに見られ
る助詞の使い方に気をつ
けながら読んでいる。【ノー
ト】

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

１．「学習の進め方」を読んで，活動のイメージを具
体的につかみ，学習の見通しをもつ。

３．それぞれのページに何を書くのかを決める。

△提示の漢字を正しく読んだり，書いたりし，書
いた文章を発表し合い，表現の仕方に着目し
て確かめる。

△第5学年及び第6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(ｱ)
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒Ｂ(1)カ

△第5学年及び第6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(ｱ)
■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書
いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ

□筆者の心情や考えを読み，自分の考えをま
とめる。

□目的に応じて，文章の内容を的確に押さえ
て要旨をとらえたり，事実と感想，意見との関
係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読ん
だりすること。　⇒◎Ｃ(1)ウ
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえること。　⇒Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。　⇒
◎Ｃ(1)オ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒Ｂ(1)カ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
△文や文章にはいろいろな構成があることに
ついて理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□自分の考えをまとめるために，意見を述べた
文章や解説の文章などを利用すること。
　⇒Ｃ(2)イ
■ノンフィクションを読み，自分の意見や考えを
記述した文章を書くこと。　⇒Ｂ(2)イ

△同音の漢字，同音異義語について理解す
る。

△第5学年及び第6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(ｱ)

■活動を報告する文章を書き，文集にまとめ
る。

■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■自分の考えを明確に表現するため，文章全
体の構成の効果を考えること。
　⇒Ｂ(1)イ
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒◎Ｂ(1)ウ
■引用したり，図表やグラフなどを用いたりし
て，自分の考えが伝わるように書くこと。　⇒◎
Ｂ(1)エ
△文章にはいろいろな構成があることについて
理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

■自分の課題について調べ，意見を記述した
文章や活動を報告した文章などを書いたり編
集したりすること。　⇒Ｂ(2)イ

△送り仮名について理解を深め，正しく書く。

△送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書くこ
と。　⇒◎伝国(1)イ(ｳ)
△第5学年及び第6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(ｱ)

漢字の広場6
送りがなのきまり

みすゞさがしの旅
　――みんなちがって，

　みんないい

漢字の広場5
同じ音の漢字

1

1

1

1

1

1

1

1

2

単元名 七　自分の考えをまとめよう

単元名 六　活動を報告する文章を書いて，文集にまとめよう



○P130の「言葉」の設問は，学習活動の中で適宜取
り扱う。

（2） 筆者は，みすゞの作品の，どのようなところに
心をひかれたのか，文章中に取り上げられている
作品をもとに話し合う。

○取り上げられているみすゞ作品は，全部で３点あ
る。『露』は手帳の写真ではあるが，内容が読めるの
で参考になると思われる。

○『大漁』については，筆者の感想が具体的に語ら
れている。教科書の三人の話し合い例は，それをふ
まえてのものである。ただ，この例にとらわれる必要
はない。また，P126には，みすゞ作品について総括
的に筆者の考えが書かれている。ここから，『露』や
『わたしと小鳥とすずと』について話し合うこともでき
る。※「考えをまとめる」ためのポイント２（筆者のみすゞ
作品感。）

３．みすゞをさがし求める筆者について，考えを
ノートにまとめ，友達と読み合う。

○「みすゞをさがし求める筆者」と限定されていること
に注意する必要がある。
○教科書の例では，女の子は「筆者の情熱」に，右
の男の子は「筆者の見方」に，左の男の子は「筆者
の行動力」に視点を置いている。構成は，女の子と
右の男の子は，まず結論らしきことを述べてから，そ
の理由を述べようとしている。左の男の子は，自分
に引きつけながら書こうとしている。

○「読み合う」ときには，「なるほどと思ったところ」
「いいなと思うところ」など，長所を中心に感想を言い
合うようにする。

3 １．どのような学習をしてきたか，いろいろな観点
から書く。

○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，表現･言葉，活動，交流の成果
などは，単元ごとの振り返り（ノート，ワークシートな
ど）を参考にさせる。

２．これからどんな活動をしてみたいかを話し合っ
たり，自信のついたことことを書き出して紹介し
合ったりして，これからしてみたい活動や，学習へ
の取り組み方を考える。

○振り返りをもとに，自信がついた活動や，これから
取り組んでみたい活動について話し合い，学習の成
果を共有したり，自分の学習の取り組み方への心構
えをもったりできるようにする。

○友達の発表も参考に，六年生で「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。

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

3 1
漢字のまとめ

５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

上巻 72

下巻 68

漢字等 5

書写 30

合計 175

標準 175

余剰 0
サポートプラン１

漢字50問×４

【関】国語に対する関心を
もち，学習の仕方について
書いたり話し合ったりしよう
としている。【観察、話し合
い】

◎【話聞】友達の発言を聞
き，自分の意見と比べるな
どして，考えをまとめてい
る。
【ノート、発言】
【言】文や文章にはいろい
ろな構成があることについ
て理解し，今まで学習して
きたことを，観点にそって
書いている。【ノート】

【関】筆者の心情や考えに
興味をもち，自分の考えを
まとめようとしている。
【観察、ノート】
◎【読】長い年月をかけな
がら，一つのことを追い求
め続ける筆者の心情や考
えを読んでいる。【ノート、
発言】

◎【読】筆者の心情や考え
について，自分なりの考え
を発表し合い，考えを広げ
たり深めたりしている。【発
表、ノート】

【書】筆者の心情や考えを
読み，自分の考えをノート
にまとめている。【ノート】

【言】語句と語句との関係
や，文末表現などに見られ
る助詞の使い方に気をつ
けながら読んでいる。【ノー
ト】

○

○

○

○

○

○

○○

□筆者の心情や考えを読み，自分の考えをま
とめる。

□目的に応じて，文章の内容を的確に押さえ
て要旨をとらえたり，事実と感想，意見との関
係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読ん
だりすること。　⇒◎Ｃ(1)ウ
□登場人物の相互関係や心情，場面について
の描写をとらえること。　⇒Ｃ(1)エ
□本や文章を読んで考えたことを発表し合い，
自分の考えを広げたり深めたりすること。　⇒
◎Ｃ(1)オ
■考えたことなどから書くことを決め，目的や
意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通
して事柄を整理すること。　⇒Ｂ(1)ア
■事実と感想，意見などとを区別するととも
に，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく
書いたりすること。　⇒Ｂ(1)ウ
■書いたものを発表し合い，表現の仕方に着
目して助言し合うこと。　⇒Ｂ(1)カ
△語感，言葉の使い方に対する感覚などにつ
いて関心をもつこと。　⇒伝国(1)イ(ｶ)
△文や文章にはいろいろな構成があることに
ついて理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

□自分の考えをまとめるために，意見を述べた
文章や解説の文章などを利用すること。
　⇒Ｃ(2)イ
■ノンフィクションを読み，自分の意見や考えを
記述した文章を書くこと。　⇒Ｂ(2)イ

◇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，計画的に学習で
きるようにする。

◇考えたことや伝えたいことなどから話題を決
め，収集した知識や情報を関係付けること。
⇒◎Ａ(1)ア
△文や文章にはいろいろな構成があることに
ついて理解すること。　⇒伝国(1)イ(ｷ)

（◇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。　⇒３・４年Ａ(2)イ）

国語の学習　これまで　こ
れから

1

2

1

1

単元名 ５年の漢字のまとめ


