
国語科指導計画・評価計画（第６学年）

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

等との関連
○「いちめんのなのはな」
の繰り返しから展開する
○各連の８行めに組み込
まれたモザイクのような一

紙風船 ２．『紙風船』
（1）繰り返し音読し，自分にも高く打ち上

○「落ちてきたら」「もっと
もっと高く／何度でも」，そ
○言葉や写真を引用した
発表と引用しない発表をし
○引用については，四年
生下巻『「便利」ということ』
や五年生上巻『「情報ノー
ト」を作ろう』などでの学習
を想起させる。

４．P10・11の「発表の例」と「メモ」とを比べ
て，メモがどのように発表に生かされてい

○P12の「ここが大事」で，
引用の仕方をよく確認す

５．抱負や決意，将来の夢などについて言
葉や写真を引用して話す。

○引用した部分を掲示し
て見せずに，言葉で示す

（2）発表の内容と引用する言葉や写真を
決め，メモを書く。

○引用した部分をどこに
入れるかが，構成の工夫

（3）発表を行い，引用の仕方や話し方など
のよかった点を述べ合う。

○特に，引用した部分が
話の内容に合っているか

６．言葉や写真を適切に引用して，効果的
に話すことについて話し合い，日常生活で

○引用によって，自分の
考えを説明したり，補強し

７．教科書を読んで，考えを広げたり，まと
めたりする際には，いろいろな図があるこ
とを知り，学習の見通しをもつ。

○同じ図でも，考えを広げ
る方法，まとめる方法と２
種類あることに気づかせ○□1の図では、日常生
活の中で感じたり考えたり
してきた疑問や課題を書○□2の図では，課題を中
心に，そこから考えられる
事柄を関連づけたり比較

1
８．実際に考える図を使ってみる。（随筆
や意見文を書く際に使う。） ○

○実際に使う場面で使っ
て，効果を実感させる。

1

９．意見をまとめるノート作りを，学期に15
分程度の１モジュールずつ確認し，交流す
る。

○ ○

○ノートの工夫は年間を
通じて確認していきたい。

7

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

等との関連

4 1 全国学力学習調査

1

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

等との関連
１．単元とびらを読んで，学習の見通しを
もつ。

○随筆を，自分の経験や
考えと比べながら読み，自
分が経験したことを書くと
いう単元の見通しをもたせ
る。

２．二つの随筆を読んで，筆者の思いを考
える。
（1）黛まどかさんの，「薫風」に対する二つ
の思い出を，それぞれ百字程度でノートに
まとめる。

○筆者が断っているよう
に，本来の意味での「薫
風」と，ここで筆者が取り
上げようとしている「薫風」
には違いがある。ここに，
辞典と随筆との違いがあ
るともいえる。だからこそ，
そこに筆者の思いや考え
が表れる。

○筆者はここで「二つの思
い出」を語っている。これ
らの思い出が，本来の意
味での「薫風」とどのよう
に関わっているか，その関
わりを考えることで，「ま
た」に続く二つめの条件
「筆者の『薫風』への思い」
を読むことができる。キー
ワードは，「五月」「風」「か
おり」である。

※「経験を書く」のポイント
１（自分の「経験・体験」
と，本来の意味での言葉
を重ねることで，「経験・体
験」に豊かさを加える組み
立てになっている。）

（2）日高敏隆さんは，いろいろな「迷う」を
紹介している。それぞれの「迷う」「迷わな
い」事例と，「迷う」に対する筆者の考えを
表にまとめる。

○「ここが大事」に，「随筆
とは，筆者がある物事など
をとおして，自分のものの
見方，感じ方，考え方を自
由に書いた文章」とある。
どのように「とおし」たの
か，なぜ「とおし」たのかな
どがポイントである。黛さ
んは，自分の経験・体験
（事実）を「とおして」書い
ており，日高さんは，集め
た事例を「とおして」書いて
いる。「なぜ」「どのように」
に，書き手の個性も表れ
る。

※「経験を書く」ためのポ
イント２（事例・事実を紹介
し，それに対して自分の考
えや意見を述べる組み立
てになっている。）

○ P31 の 「 言 葉 」 の 設 問
は，学習活動の中で適宜
取り扱う。

☆道徳：随筆の読み
をとおして，真理を大
切にし，進んで新しい
ものを求め，工夫して
生活をよりよくしようと
考える。

【関】繰り返しの響きや意味に
気をつけながら，音読しようと
している。（音読）
　
◎【読】作品を読んで想像した
ことや感じたことを，聞き手に【関】話す内容にふさわしい引
用資料を探そうとしている。
（観察）
　
◎【話聞】話す内容に応じて資
料を集め，引用する箇所を選
んでいる。（観察・ノート）

◎【話聞】効果的な引用の仕
方や構成を考えて話してい
る。（発言）

【言】語感・言葉の使い方を工
夫している。（発言）

【関】図を使って考えたり，ノー
トを工夫したりしようとしてい
る。（ノート・観察）

◎【書】目的や意図に応じて，
考えや意見を図に書き出し
て，関係づけたり比較したりし
て，課題や書くことをまとめて
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】自分に重ねながら随筆を
読み，それを参考に経験した
ことを短い文章に書こうとして
いる。（観察）

◎【読】筆者が取り上げている
言葉とできごとのつながりを考
えながら，随筆を読んでいる。
（音読・ノート）

◎【読】事実と感想，意見など
との関係をおさえ，自分に重
ねながら随筆を読んでいる。
（音読・ノート）

【書】読んだ随筆を参考に，自
分が経験したことを短い文章
に書いている。（ノート）

【言】語感，言葉の使い方に対
する感覚などについて，気を
つけている。（ノート）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

１．『風景　純銀もざいく』
（1）繰り返し音読し，連ごとに見えてくる風
景について話し合う。

３．言葉や写真を適切に引用して，工夫し
て発表することを理解し，発表の仕方につ
いて話し合ったりして，学習の流れをつか
む。

○

○

○

○

□◇■言葉の響きや情景に気を
つけて声に出して読み，引用した
り考えをまとめたりして，国語学習
に生かしていく意欲をもつ。
□繰り返しの響きや意味に気をつ
けて音読し，言葉の意味を考え◇言葉や写真を適切に引用して
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
△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。■考えや意見を図に書いてまとめ
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
を理解すること。　⇒◎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
△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

□自分に重ねながら随筆を読み，
それを参考に，経験したことを短い
文章に書く。
□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
□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
△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
■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

風景　純銀もざいく

引用して話そう

考えや意見をノートに
まとめよう
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◇話すこと・聞くこと　　 ■書くこと　　 □読むこと　　 △伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

単元名 言葉で伝え合おう

単元名 全国学力学習調査

単元名 一　随筆を読んで，経験をもとにして書こう



３．「風」「かおり」「におい」「迷う」につい
て，どのような経験があるか，具体的な経
験に，自分の感想や考えを加えて，200字
程度にまとめる。
（1）二つの事柄を参考に書く。

○四つのテーマの中から
選ぶようになっている。こ
れらのどれか一つには，
経験・体験があるのでは
ないだろうか。もしないよう
なら，他のテーマを考えて
もよい。

○テーマが決まったら，黛
さん，日高さんの書き方を
参考に，四角囲みの二つ
のことをふまえて，組み立
てを考える。個人的な経
験と，一般的な事柄を重
ねてみる。いくつかの事例
と，それに対する自分の
考えを述べる。

○教科書の参考文例は，
どれも個人的な経験にも
とづいているが，ここで気
をつけたいことは，単に思
い出だけを述べるのでは
なく，「あなたの感想や考
えを加え」ることである。

1

（2）書いた文章を友達と読み合い，感想を
話し合う。

○ ○

○「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。

１．教科書を読み，どのようにパンフレット
を作るのかイメージし，学習の見通しをも
つ。

○ パ ン フレッ トを 集 め さ
せ，読み比べて，パンフ
レットという表現方法の特
徴を理解させる。

○読んでもらう相手や目
的を明確にする。その際，
相手が大人なのか子ども
なのか，どのようなことを
中心に伝えるのかなど，
具体的に考えさせる。

1
２．取材をする。

○
○目的や意図に応じて取
材をさせる。

1

３．割り付けを考える。

○

○伝えたいことに多くのス
ペースを割くようにする。
その際，写真やイラストを
どの位使うのか，見出しの
文字の大きさはどうする
か，なども含めて考えさせ
るようにする。

1

４．伝えたい内容がわかるように紙面を書
く。

○ ○

○読み手にわかりやすく
なるように工夫をする。写
真やイラストを効果的に使
うために，パンフレットの
紙面展開の中で必要な事
柄を文章で説明する部分
と，写真やイラストで伝え
る部分の配分をどのよう
にするとよいか，具体的に
イメージできるようにする。

1

５．推敲をする。

○

○読み手に，よりわかりや
すく伝えるにはどうしたら
よいか推敲をする。

1

６．クラスで読み合って交流したり，保護者
のかたに読んでもらったりする。

○

○読んでもらって，喜んで
もらうことが大切である。
そのことが，また書きたい
という気持ちにさせること
につながる。

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．P37の説明にそって，三字以上の熟語
の構成について知る。

○設問に取りかかる前に
五年生上巻で学んだ二字
熟 語 の 構 成 法 を 想 起 さ
せ，型に分けて，再整理し
ておくとよい。

３．辞典を利用して，三字と四字の熟語を
集め，その構成を考え，ノートにまとめる。

○切れ目に「↓」「↑」「｜」
「＝」などを入れて，構成
を考える。

４．P38の上段の問題を解き，三字と四字
の熟語への関心を深める。

○それぞれのつながりを
もとに読み下し，熟語の意
味を推測できるようにす
る。
○国語辞典や漢字辞典
で，漢字や熟語を調べ，
推測した意味と比較すると
よい。

５．切れ目に「／」を入れて，五文字以上
の熟語の構成について考える。

○例示の「緑地化計画」を
もとに，熟語が切れ目ごと
に並んでい るという より
も，何段階かの階層をもっ
て結びついていることをお
さえさせる。

○どの切れ目を明確にく
ぎるか，音読するとよくわ
かる。それによって基語が
浮かび上がってくる。

６．略語と，略す前の熟語とを比べる。 ○略語は，日常の言語生
活から気づけるようにする
とよい。

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。

○絵の中にある五年生で
学んだ漢字の読み方を再
確認させる。

☆道徳：随筆の読み
をとおして，真理を大
切にし，進んで新しい
ものを求め，工夫して
生活をよりよくしようと
考える。

☆総合的な学習の時
間など：事物を紹介す
る活動でも活用でき
る。

【関】自分に重ねながら随筆を
読み，それを参考に経験した
ことを短い文章に書こうとして
いる。（観察）

◎【読】筆者が取り上げている
言葉とできごとのつながりを考
えながら，随筆を読んでいる。
（音読・ノート）

◎【読】事実と感想，意見など
との関係をおさえ，自分に重
ねながら随筆を読んでいる。
（音読・ノート）

【書】読んだ随筆を参考に，自
分が経験したことを短い文章
に書いている。（ノート）

【言】語感，言葉の使い方に対
する感覚などについて，気を
つけている。（ノート）

【関】パンフレット作りに積極的
に取り組もうとしている。（観
察）

◎【書】パンフレットであること
を意識して，目的に応じて，割
り付けを工夫してパンフレット
を作っている。（パンフレット）

◎【書】パンフレットを作る目的
や内容に合わせて引用した
り，図表を用いたりして，わか
りやすく読み手に伝えるため
の工夫をしている。（パンフ
レット）

【言】文章にはいろいろな構成
があることについて理解して
いる。（パンフレット）

【関】三字以上の熟語の構成
について，すすんで調べようと
している。（ノート・観察）

◎【言】三字以上の熟語の構
成について理解している。
（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・
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）

○

○

○

○

○

○

○

○

□自分に重ねながら随筆を読み，
それを参考に，経験したことを短い
文章に書く。
□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
□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
△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
■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

■目的に応じて，割り付けを工夫
してパンフレットを作る。
■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
■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
△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

△三字以上の熟語の構成につい
て理解を深め，由来に関心をも
つ。
△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)

△絵を見て想像したことをもとに，
5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

「迷う」

学校案内パンフレット
を作ろう

漢字の広場1
三字以上の熟語の構
成

五年生で学んだ漢字
①

1

1

1

1

5

5



○絵に描かれたことと，言
葉からわかる美術館の中
の様子をできるだけたくさ
ん発表できるようにする。

９．五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。

13

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

等との関連
１．単元名やリード文を読み，お互いの意
見などを関連づけたり，一つにまとめたり
することについて話し合い，学習の見通し
をもつ。

○これまでの話し合いの経
験から，お互いの考えや意
見を関連させることの大切
さや，みんなの意見を一つ
にまとめることについて考
えさせ，その方法について
身につける学習を展開する
ことを意識づける。

○みんなの考えや意見の
共通点や違う点について気
をつけたり，整理することに
ついて，五年生上巻『「要約
伝言ゲーム」をしよう』や
『「意見こうかん会」をしよ
う』での学習を想起させる。

２．話し合いの流れをつかむ。

（1）教科書を読んで学習の流れを知り，自
分たちの題材を決める。

○P41に示された話し合い
の例で，意見の関連のさ
せ方について確認させる。

○P42～45に示されてい
る例文で，意見を一つに
まとめていく過程のポイン
トを確認させる。

○題材は，結論が一つに
まとめられるようなものに
なるよう配慮する。

３．話し合いを行い，みんなの意見を一つ
にまとめる。

○意見は自由に，たくさん
出し合えるように努める。

○友達の意見に関連づけ
て話ができるように促す。

（1）お互いの考えや意見を出し合う。 ○考えや意見が明確か，
根拠を明らかにして話して
いるかなどについても気を
つけさせる。

○意見をまとめることを視
野に入れて，友達の意見を
聞く段階から，関連づけて
整理するよう促す。

（2）グループで考えや意見を一つにまとめ
る。

○できれば，みんなの意見
を一つにまとめあげて，達
成感が味わえるようにした
いが，無理に一つにまとめ
なくてもよい。場合によって
は，方向性がまとまる程度
でもよい。

（3）話し合いを振り返る。 ○みんなが納得する結論
になったかどうか，確認し
ておく。

（4）日常化への意識をもつ。 ○意見をまとめるための
話し合いができたかどう
か，確認する。

○日常生活においても，
意見をまとめる話し合いが
できるように意識づける。

4

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

等との関連

1

１．単元名やリード文を読み，感心したこと
や納得したことをもとに推薦文を書くという
ことについて話し合い，学習の見通しをも
つ。 ○ ○

○筆者の説明の仕方など
さまざまな観点に着目して
文章を読み，感心したこと
や納得したことを推薦文に
まとめる，という単元の流
れを確認する。

☆社会科・理科・総合
的な学習の時間・特
別活動：グループで意
見を出し合い，一つに
決定すること。

【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】よりよい結論に導こうとし
ている。（観察）

◎【話聞】話し手の意見を自分
の意見や他の意見と関連づけ
て聞き，話している。（発言）

【言】語句と語句との関係を理
解している。（発言）

【関】さまざまな観点から文章
を読み，自分が感心したこと
や納得したことについて文章
の叙述から根拠を探そうとして
いる。（観察）

◎【読】森林のはたらきや筆者
の説明の仕方，実験の手順な
ど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】文章を推薦するという目
的をもち，すすめたい（伝えた
い）ことのもととなる叙述を引
用しながら推薦文を書いてい
る。（作文）

【言】「さらに」「また」など副詞
と接続詞のどちらでも使われ
る言葉に関心をもっている。
（ノート・作文）

○

○

○

○

○

○

○

○

△絵を見て想像したことをもとに，
5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

◇お互いの考えや意見を関連づ
けて述べ合い，話し合って一つに
まとめる。
◇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
◇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
△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)
◇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

□説明の仕方などさまざまな観点
から文章を読み，感心したことや
納得したことをはっきりさせて推薦
文にまとめる。
　□推薦文を書くという目的に応じ
て，文章の内容を的確に押さえて
要旨をとらえ，感心したことや納得
したこと，意見などとの関係を押さ
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
■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
△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
■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

五年生で学んだ漢字
①

グループで話し合おう

森林のはたらきと健
康

1

1

1

2

5

5

6

6

単元名 三　伝えたいことをすいせん文にまとめよう

単元名 二　話し合って，考えや意見を一つにまとめよう



1

２．筆者の説明の仕方に気をつけて読
み，根拠を明らかにしながら感心したこと
や納得したことを話し合う。
（1）文章を読んで，感心したことや納得し
たことを話し合う。

○

○第1段落で「森林には気
分をさわやかにする」「疲
れをとる」「体が生き生きと
する」などのはたらきがあ
ることが述べられる。その
理由が第2段落以降に順
を追って説明される。第6
段落でこれらのはたらきは
古くから知られていたこと
が述べられ，新たに「にお
い」に関する研究が進ん
でいることが明らかにされ
る。第7～17段落まで四つ
の実験が紹介される。第
18段落では，においが細
菌の繁殖を防ぐはたらき
があることが紹介される。
最終段落は，これまでの
森林の効能をもとに森林
浴に誘っている。

（2）筆者の説明の仕方に着目し，感心や
納得した根拠を文章中から探して話し合
う。

○第1～5段落に書かれた
森林の効用については，
多くの児童が既有の知識
等から納得すると考えら
れる。第7～17段落のにお
いに関する四つの実験に
ついては，初めて知る児
童が多く，驚くであろう。ま
た，「実験1・2」の方法が
おもしろく，結果も明らか
であることから，児童の納
得が得られると考えられ
る。「実験3」は身近な鉛筆
を用いているし，「実験4」
は人によって確かめてい
るなど，児童が身近に感じ
られる実験であることが興
味をそそる。

○（1）の学習は，児童に，
感心したことや納得したこ
とをノートに書かせたうえ
で発表させる。

○（2）の学習は，感心した
ことや納得したことが，文
章中のどのような言葉や
文から導き出されたのか
を自覚的にとらえさせるた
めのものである。第1～5
段落，第6～17段落，第
18・19段落と内容のまとま
りで大きくわけ，根拠を述
べさせる活動も考えられ
る。

３．『森林のはたらきと健康』の推薦文を書
く。
（1）文章を読んで感心したことや納得した
ことをもとに，自分がすすめたい（伝えた
い）ことをはっきりさせて推薦文を書く。

○P56の□1の学習活動を
もとに，自分がすすめたい
（伝えたい）ことをはっきり
させる。内容面を伝える推
薦文でもよいが，P58のフ
キダシのように，筆者の研
究の紹介の仕方や，筆者
の科学的な考え方なども
推薦の対象になることを
伝えておきたい。

○この教材文は，伝えたい
ことにあわせて本文を引用
しやすい。以前学習した引
用の仕方を想起させ，積極
的に本文の叙述を用いた
推薦文を書かせたい。

○P57「ここが大事」を使
い，推薦文を書くうえで大
切なことを確認しておく。

1
（2）友達と推薦文を読み合い，どんなとこ
ろを推薦しているのか比べる。 ○

○「ここが大事」にそって，
読み合うとよい。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の使い方などを理
解させて，日常の言語生
活にも生かしていくよう意
識づける。

２．P60を読み，もとからの意味と，派生し
た意味をあわせもつ漢字があることを知
る。

○一つの漢字には，もとも
との意味のほかに，あとか
ら意味が加わったり，変化
したりするものがあること
を「象」を例に知る。具体
的なものごとを表す具象
語だけでなく，同じ漢字か
ら抽象的な概念を表す抽
象語も構成されていること
に気づけるようにする。

３．P61の設問に取り組み，それぞれの熟
語がどのような意味で使われているかを
考える。

○ P61 の 上 段 の 設 問 で
は，「布」「針」が構成する
語句の意味について，短
文作りによって意味を想
起させ，そのあと辞典で調
べる活動をさせるとよい。

○ P61 の 下 段 の 設 問 で
は，声に出して文を読み，
傍線の語のおおよその意
味を推測し，辞典で確認さ
せるとよい。

４．国語辞典や漢字辞典を利用し，複数
の意味をもつ漢字のそれぞれの意味を調
べ，比べる。

○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
の関連に興味をもてるよう
にしたい。

５．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の読み方・筆順な
どを理解させて，他の漢
字学習にも生かしていくよ
う意識づける。

【関】さまざまな観点から文章
を読み，自分が感心したこと
や納得したことについて文章
の叙述から根拠を探そうとして
いる。（観察）

◎【読】森林のはたらきや筆者
の説明の仕方，実験の手順な
ど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】文章を推薦するという目
的をもち，すすめたい（伝えた
い）ことのもととなる叙述を引
用しながら推薦文を書いてい
る。（作文）

【言】「さらに」「また」など副詞
と接続詞のどちらでも使われ
る言葉に関心をもっている。
（ノート・作文）

【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。
（ノート・観察）

◎【言】漢字には複数の意味
をもつ字があることを理解して
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。（ノート・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。（ノート・発言）

○

○

○

○

○

○

○

○

□説明の仕方などさまざまな観点
から文章を読み，感心したことや
納得したことをはっきりさせて推薦
文にまとめる。
　□推薦文を書くという目的に応じ
て，文章の内容を的確に押さえて
要旨をとらえ，感心したことや納得
したこと，意見などとの関係を押さ
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
■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
△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
■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

△複数の意味をもつ漢字が構成
する熟語の意味に関心をもつ。
△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

森林のはたらきと健
康

漢字の広場2
複数の意味をもつ漢
字

六年生で学ぶ漢字①

3

1

1

1

6

6



６．傍線の言葉に注意して，例文を声に出
して読む。

○五年生上巻で学んだ
『漢字の広場1　漢字学習
ノート』を利用して取り組ま
せるとよい。

７．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢
字の練習をする。

８．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。

９．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。

○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．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。

11．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。

12．教科書の絵を見て，描かれている様
子について説明する。

○絵の中にある五年生で
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
葉からわかる工場の中の
様子をできるだけたくさん
発表できるようにする。

13．五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

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

等との関連

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．P64を読み，教材の概略をつかむ。 ○文語の散文との初めて

の出会いである。まずは，
教 材 の 概 略 を つか ませ
る。

２．原文を繰り返し音読する。 ○句読点など，くぎり方に
気をつけてゆっくりと読ま
せる。慣れてきたら，リズ
ムをつけて音読させる。

３．各「季節」の情景をイメージする。 ○大意や写真を参考に，
情景をイメージする。四季
について，自分たちの経
験や感じていることを想起
させると，よりイメージがふ
くらんでくるだろう。

４．好きな「季節」の文章を，大意を参照し
ながら，何度も音読する。

○気に入った「季節」の文
章を選び，何度も繰り返し
読んで，諳誦させる。

５．自分の感じる季節感を『枕草子』ふうに
書いて，交流する。

○自分の経験をもとにし
て，季節感を強く感じた場
面を，簡潔な表現で文章
化させる。

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．世代によって使われる言葉の違いや，
普段友達どうしで話しているときに使って
しまうくだけた表現の言葉について話し合
う。

３．初めて使い方を知った言葉や興味を
もった言葉について調べ，「言葉カード」を
作る。

４．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をつけて，適切な
言葉づかいで話す。

○言葉は時代によって変
化するものであり，今の言
葉も，使う人や文体などに
より，古い言い方や新しい
言い方が交ざっていること
に気づかせる。

５．日常の言葉遣いを振り返り，正しい言
葉づかいについて話し合う。

○それぞれの世代で使わ
れるいろいろな言葉を調
べ，「言葉カード」を作るこ
とにより，言葉が変化する
ことや，物を表すのにいろ
いろな言葉があることのお
もしろさについて感じさせ
たい。

○世代によって使われる
言葉の違いや普段友達ど
うしで使うくだけた表現の
言葉など，相手や場面に
よって使われる言葉に違
いがあることを知り，自分
が使う場面で，より適切な
言葉を選べるようにするこ
とが大切である。

☆総合的な学習の時
間・道徳：古典の響き
に親しみをもち，昔と
現代の違いや共通点
について興味をもって
調べたり，関心を高め
たりする。

【関】傍線の言葉を使って，文
を書こうとしている。（ノート・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。（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・
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】清少納言のとらえた四季
をイメージしながら，音読を楽
しもうとしている。（音読・観察）
　
◎【言】当時の言葉と今の言
葉との，相違点や共通点に気
がついている。（ノート・観察）

【書】自分のとらえた季節感
を，『枕草子』ふうの文章で書
いている。（随筆）

【関】自分のまわりで使われて
いる言葉について，考えたり，
調べたりして，関心をもとうとし
ている。（観察）

◎【言】場面などによる言葉の
違いとその使い分けを調べ，
その場にふさわしい言葉につ
いて理解している。（発言）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△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，
五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

△『枕草子』の文章にふれ，リズム
や響きを味わいながら音読し，『枕
草子』ふうの文章を書く。
△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)
△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)
■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
■経験したこと，想像したことなど
を基に，随筆などを書くこと。　⇒Ｂ
(2)ア

△世代による言葉遣いの違いや
日ごろつい使ってしまうようなぞん
ざいな言い方などを理解して，適
切な言葉を選んで使う。
△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)

六年生で学ぶ漢字①

五年生で学んだ漢字
②

春はあけぼの

世代による言葉のち
がい

1

2

2

1

6

6

7

単元名 漢字５０問テスト

単元名 四　日本語のひびきを味わおう

○



１．教科書の文章から「雨」を取り上げた
言語表現を知り，その背景を考える。

○「雨」を使用した言語表
現の多様さに気がつかせ
る。

２．「雨」に関するさまざまな言語表現を，
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。

6

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

等との関連

1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しを
もつ。

○ ○

○優れた表現を味わいな
がら読み，心に残った表
現について感想を話し合
うという単元の見通しをも
たせる。

２．優れた表現と，場面の様子や登場人
物の心情との関わりを考える。
（1）次のような表現を他にも探し，その効
果について話し合う。
「比喩」「色」「体言止め」「擬人法」「擬声
（音）･擬態語」「くり返し」

○教科書では，六つの表
現を取り上げている。「こ
こが大事」に，「すぐれた
表現が，読み手の想像を
広げ，物語の世界を豊か
にしてくれます。」とある。
想像を広げること，物語の
世界の豊かさを確かめた
い。

○その他にも，「倒置法」
「対句」のような表現がみ
られる。

※「心に残る表現」のため
のポイント１（これらの中
から選択できる。）

○ P95 の 「 言 葉 」 の 設 問
は，学習活動の中で適宜
取り扱う。

（2） 場面ごとに，ノリオに対して，川や川っ
ぷちがどのような様子であったかをノート
にまとめる。

○擬人化された「川」とノリ
オとの関わりをとらえる。
「川っぷち」とあるのは，
「川」そのものだけでなく，
もう少し広い意味でとらえ
ようとしている。

※「心に残る表現」のため
のポイント２（川のさまざま
な様子と，それがどのよう
に描かれているか。）

（3）（2）でまとめたことを，題名とも関連さ
せて，友達と話し合う。

○前時でのまとめをもとに
考え，話し合う。

○「ノリオ」と「川」，それぞ
れが象徴している「もの･こ
と」について。

○なぜ，題名が「川とノリ
オ」なのか。

３．心に残った表現について話し合う。
（1）さまざまな優れた表現の中から，心に
残った表現について，感想を話し合う。

○２.（1）で取り上げた表現
の中から「心に残った表
現」を選ぶ。

○なぜ，それが「心に残っ
た」のか，教科書に例示さ
れている三つの「観点」を
参考にノートにメモしてお
く。根拠を明確 にするこ
と。
○メモをもとに自分の考え
を発表し，それについて，
友達と感想や考えを交流
する。

○教科書にある文例は，
擬声（音）語と，比喩であ
る。自分なりの根拠をはっ
きりさせて発表しているこ
とに留意する。

1

（2）気に入った表現を朗読し合う。

○

○「音読が，文章の内容
や表現をよく理解し伝える
ことに重点があるのに対し
て，朗読は，児童一人一
人が自分なりに解釈したこ
とや，感心や感動をしたこ
となどを，文章全体に対す
る思いや考えとしてまと
め，表現性を高めて伝え
る こ と に 重 点 が ある 。 」
（『学習指導要領･解説』よ
り）ことに留意する。

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

等との関連

7 1 漢字５０問テスト ○

1

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．P96～99を読み，場面や相手に合わせ
た敬語の使い分けについて話し合う。

○実際の場面を想定し，
自分ならどのように言うか
を考えさせながら学習を
進めたい。

☆道徳：物語の読み
をとおして，生命がか
けがえのないもので
あることを知り，自他
の生命を尊重しようと
する。

【関】興味をもって，雨に関わ
る言語表現を調べようとしてい
る。（ノート・観察）

◎【言】雨に関わる言語表現
を，辞典などを活用して集め
ている。（ノート・観察）

【書】自分のノートに集めた言
葉や用例を書き出している。
（ノート）

【関】優れた表現を味わいなが
ら，人物の心情を読み，優れ
た表現についての感想を話し
合おうとしている。（発言・観
察）

◎【読】優れた表現に気づき，
その効果を考えながら文章を
朗読している。（音読）

◎【読】優れた表現に表れた
登場人物の心情の変化を，丁
寧に読んでいる。（ノート）

【話聞】優れた表現に表れた
登場人物の心情の変化をノー
トにメモしたり，まとめたりし
て，それをもとに自分の考えを
発表している。（ノート）

【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。（ノート）

【関】場面や相手に合わせた
敬語の使い分けに関心をもと
うとしている。（観察）

◎【言】場面や相手に合わせ
た敬語の使い分けを理解して
いる。（ノート・発言）

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

△「雨」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

□優れた表現を味わいながら，人
物の心情を読み，優れた表現につ
いての感想を話し合う。
□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
◇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
情報を関連づけること。　⇒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)
△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）
◇優れた表現を推薦したり，それ
を聞いたりすること。　⇒Ａ(2)ウ

△話す場面や相手に応じて，敬意
を表す言い方を適切に使い分け
る。
△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)

雨

川とノリオ

敬意を表す言い方

1

1

3

1

7

7

7

単元名 五　感想を話し合おう

単元名 漢字５０問テスト

1

1

○

○



○相手に敬意の気持ちを
表す言葉に，尊敬語・謙譲
語があることをおさえる。
また，和語と漢語の組み
合わせによる表現もあるこ
とを確認する。

○場面により，どの表現
が適切か発表し，話し合
わせる。

３．言葉づかいに気をつけて，適切な敬語
や敬意を表す言い方で話すことができる
ようにする。

○敬意は，敬語だけでな
く，さまざまな表現によっ
て示されることに気づかせ
る。

○敬語を使うこと以外に
も，話す時の声の調子や
表情，しぐさなども敬意を
表すことにつながることを
理解させ，よりふさわしい
表現ができるように，ロー
ルプレーなどをとおし練習
させるとよい。

10

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

等との関連
１．「言葉」や「気持ちの伝え方」について
学ぶという学習内容を理解して，学習の
見通しをもつ。

○言葉にこめられる意味
や言葉づかいなどについ
て考え，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。

２．「暑くなりそうよ。」などの言葉にこめら
れた意味を考えて話し合う。

○「暑くなりそうよ。」「熱い
ですよ。」の言外に，どの
ような意味のことを伝えよ
うとしているのかについ
て，発表し合う。

○言葉だけでは気持ちの
全てが伝わらないという体
験について話し合う。

３．「ありがとうございました。」の例で，ど
のような言葉をつけ加えたらよいかを考え
る。

○どのようなことに対して
感謝をして言うのかを考え
させ，具体的な言葉をつ
け足すことの意義につい
て理解させたい。

○これまでの自分たちの
体験を思い起こさせ，より
よいあいさつの言葉を考
えるよう促す。

４．相手や場面に応じた話し方について考
えて話し合う。

○友達や目上の人へ話す
ときの言葉づかいを変え
ることの理由について理
解させる。

○ここでは，敬語そのもの
ではなく，相手や場面に応
じた言葉づかいを選択す
る必要性について理解さ
せたい。

５．二人一組みで「おはよう。」と言い合
い，言われ方によってどのような感じ方の
違いがあるか，なぜそのように感じるのか
について考える。

○聞き手側の姿勢・表情・
視線・声の調子の違いで，
どのように感じるかを話し
合わせる。

○話し手側の声の調子な
どによっても，どのような
対応の違いがあるかにつ
いても考えてみてもよい。

６．小学校での言語生活を振り返り，相手
や場面に応じた言葉づかいや話し方・聞
き方ができていたかを話し合う。

○普段の言葉づかいを振
り返り，声の調子や表情
など，どのような言い方で
話しているのかについて
考えさせる。

○言葉の特性や役割，話
し方などについて話し合
い，これからの言語生活
にも気をつけていけるよう
意識づける。

4

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

等との関連

1

１．「学習の進め方」を読み，随筆がどの
ようなものか確認し，学習の見通しをも
つ。

○ ○

○ 大 庭 さ んの 作 品 を 読
み，児童の書く随筆のイ
メージをもたせる。

1

２．書くできごとを決める。

○

○書きたいできごと（エピ
ソード）と意見がうまくつな
がるかどうかを確認する。

2

３．構成を考え，下書きを書く。

○ ○

○構成や下書きをあまり
丁寧にしすぎない。次時
の交流で，児童どうしで気
づくようにさせたい。

1

４．友達と交流し，どのようにしたらはっき
りと意見が伝わるか助言し合う。

○

○３～５人でグループを作
り，できごとがわかりやす
いかなどに注目して交流
させる。その際，誰に向け
てどのような目的で，何に
ついて書こうとしたのか，
そのために，どのような表
現上の工夫をしたのかな
どについて，発表する前に
述べさせるようにする。書
き手の意図と表現の関係
を読み手がおさえたうえ
で，交流させることが大切
である。

☆総合的な学習の時
間など：卒業文集を作
成するときに活用でき
る。

【関】場面や相手に合わせた
敬語の使い分けに関心をもと
うとしている。（観察）

◎【言】場面や相手に合わせ
た敬語の使い分けを理解して
いる。（ノート・発言）

【関】言葉の意味や言葉にこ
められた気持ちについて考
え，相手や場面に応じた言葉
づかいを選び，表情や態度に
気をつけて話そうとしている。
（発言・観察）

◎【言】言葉の意味や気持ち
について考え，相手や場面に
応じた言葉づかいで表情や態
度に気をつけて，気持ちをこ
めて話すことを理解している。
（発言）

【話聞】言葉の意味や気持ち
を聞き取り，相手や場面に応
じた言葉づかいで表情や態度
に気をつけて，気持ちをこめて
話をしている。（発言）

【関】読み手に自分の考えが
伝わるように，随筆を書くこと
に意欲的に取り組もうとしてい
る。（観察）

◎【書】印象的なできごとを選
んで書くとともに，友達どうしで
表現の効果などについて確か
めたり感想を述べ合ったりして
いる。（作文・発言・観察）

◎【書】作品を発表し合い，書
き手の目的や意図をふまえ
て，表現の仕方について助言
し合っている。（発言）

【言】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。（作文・観察）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△話す場面や相手に応じて，敬意
を表す言い方を適切に使い分け
る。
△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)

△言葉に表されない意味や，言葉
にしなければ伝わらない気持ちに
ついて考え，相手や場面に応じた
言葉づかいを選んだり，表情や態
度など，言葉以外のものも意味や
気持ちの伝達に関わったりするこ
とを知る。
△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)
△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)
◇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
◇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

■自分のものの見方や考え方を
深め，表現を工夫して書く。
■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
■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
△話し言葉と書き言葉との違いに
気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)
△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，随筆を書くこと。  ⇒Ｂ(2)
ア

敬意を表す言い方

心を見せる言葉

1

1

1

1

1

1
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8

8

9

単元名 六　確かな言葉の使い手になろう

単元名 七　自分のものの見方や考え方を深めよう

随筆を書こう



1

５．助言をもとに，清書をする。

○

○これまでに学んできた
説明文や文学教材，表現
の仕方なども思い出させ
たい。特に，『森林のはた
らきと健康』や『川とノリ
オ』は，表現の仕方につい
て着目して学んできてい
る。子どもたちに意識づけ
て，適宜，振り返らせた
い。

1
６．友達と感想を述べ合う。

○
○感想を交流し，考え方
などが深まるようにする。

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．「制限」と「限定」の使い方の違いを考
え，熟語の使い分けに関心をもち，よく似
た熟語の適切な使い方について考える。

○意味のよく似た熟語の
使い分けについては，用
例を通して直感的に判断
したり，感覚的に捉えられ
るようにすることを第一と
し，辞典で定義や文例に
あたって理解を補強し，定
着できるようにする。

○児童自身の体験や読書
経験を生かし，できるだけ
たくさん用例を集め，使い
分けを考えられるようにす
る。

３．P110の熟語について，具体的な文の
中で，使うか，使わないかを確かめる。

○五年生の『漢字の広場3
熟語の構成』や六年生の
『漢字の広場2 複数の意
味をもつ漢字』などで学ん
だ経験を生かし，構成から
熟語の意味を推測したり，
それぞれの漢字の意味を
確認したりする。

４．国語辞典などを利用して，それぞれの
熟語の意味を調べる。

○辞典では，比較する二
語の意味の共通点と相違
点を調べることにより，用
例が重なる場合と，区別さ
れる場合があることを理
解させる。

５．よく似た熟語を使って短文を作り，それ
ぞれの違いを比べる。

○作った短文を発表させ，
その熟語が短文の使用例
として適切かどうか，みん
なで確かめてもよい。

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。

○絵の中にある五年生で
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。

８．五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 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行事

等との関連

1

１．単元名やリード文を読み，お互いの意
見を尊重し合いながら話し合うことについ
て考え，学習の見通しをもつ。

○ ○

○お互いの考えや意見の
違いを尊重しながら話し合
うことの重要性について理
解させ，パネルディスカッ
ションによる話し合いの方
法を身につけるよう意識づ
ける。

２．パネルディスカッションについて知る。
（1）教科書を読み，パネルディスカッション
の意図と進め方を知る。

○パネルディスカッションに
よって，異なる立場からの
意見を聞いたり，質問をし
答えたりすることによって，
論題について自分の考えを
深めることができることを知
らせる。

○意見の優劣をつけるもの
ではないので，パネリストの
意見・討論やフロアからの
質問・意見などをもとに，そ
れぞれの立場に対する理
解や論題についての考えを
深めるようにする。

○論題は，三～四ぐらいの
異なる立場が設定できるも
のにする。

○学年や学級で取り組んで
いる総合的な学習や特別
活動などから論題を選んで
もよい。

（2）自分たちで話し合うテーマを設定す
る。

○ここでのグループの準備
は十分に行う。主張を支え
る根拠について，グループ
で討論させる。

３．自分たちが設定したテーマにそって準
備をし，パネルディスカッションを行う。

○フロアからの意見や質問
が議論の質を高めることに
なる。
○それぞれの役割につい
て，確認する。

☆総合的な学習の時
間など：卒業文集を作
成するときに活用でき
る。

☆特別活動・総合的
な学習の時間など：問
題意識や互いの立
場・主張を明確にしな
がら，計画的に話し合
う。

【関】読み手に自分の考えが
伝わるように，随筆を書くこと
に意欲的に取り組もうとしてい
る。（観察）

◎【書】印象的なできごとを選
んで書くとともに，友達どうしで
表現の効果などについて確か
めたり感想を述べ合ったりして
いる。（作文・発言・観察）

◎【書】作品を発表し合い，書
き手の目的や意図をふまえ
て，表現の仕方について助言
し合っている。（発言）

【言】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。（作文・観察）

【関】意味のよく似た熟語への
関心をもち，適切な使い方に
ついて考えようとしている。
（観察）

◎【言】意味のよく似た熟語の
違いを理解し，文の中で適切
な使い方をしている。（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・
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】すすんで資料を作成・収
集して，パネルディスカッション
に参加しようとしている。（観
察）

◎【話聞】司会者・パネリスト・
フロアのそれぞれの立場が担
う役割を理解して，テーマに
そった話し合いに参加してい
る。（発言・メモ）

【言】書いて作成した資料を示
しながら，聞き手にわかりやす
い言葉を選んで話している。
（発言）

○

○○

○

○

○

○

（1）準備をする。
＊テーマに対する観点とグループのメン
バーを決める。
＊グループで情報を調べたり，整理したり
して，自分たちの主張をまとめる。

■自分のものの見方や考え方を
深め，表現を工夫して書く。
■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
■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
△話し言葉と書き言葉との違いに
気付くこと。
　⇒伝国(1)イ(ｱ)
△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，随筆を書くこと。  ⇒Ｂ(2)
ア

△意味のよく似た熟語の使い方の
違いを理解する。
△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)
△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，
五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

◇意見の違いを大事にしながら話
し合い，考えを深める。
◇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
◇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，討論などをすること。　⇒Ａ(2)
イ

1

1

1
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単元名 八　意見を出し合おう

9

9

3

随筆を書こう

漢字の広場3
熟語の意味

五年生で学んだ漢字
③

未来の自動車－パネ
ルディスカッションをし
よう－



○意見を述べるときは，自
分の立場や根拠を明確にし
て話したり，資料を用いて
効果的に話すことができる
よう促す。
○異なる立場の意見もきち
んと理解するようにはたら
きかける。

2

（2）パネルディスカッションを行う。
＊司会者とパネリストを決め，フロアの役
割を確認する。

○ ○

○空き教室なども利用し，
並行して複数行っていくこと
もできる。

（3）2回め・3回めを行う。 ○役割を変えたり，論題を
変えたりしてもよい。

○それぞれの役割や立場
についての感想，自分の考
えがどのように深まったか
などについて確かめる。

1

（4）感想を発表し合う。

○

○日常生活においても，パ
ネルディスカッションによる
話し合いが有効だと思われ
るときは行っていこうと思え
るよう意識づける。

10

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

等との関連
１．一連と二連の「イナゴ」と，「ぼく」の様
子をもとに，三連について考えたことを話
し合う。

○一連，色彩豊かな秋のひと
ときである。

○二連，一転して，緊張して
いるイナゴのクローズアップで
ある。
○三連，強い生きもの（ぼく＝
人間）と，よわい生きもの（イ
ナゴ＝昆虫）の間の「イネの
におい」である。「ああ……／
……！」にこめられた思いを
考える。

１．学習内容を理解し，日常化への見通し
をもつ。

○教材冒頭の会話文によっ
て，日常の言語生活との関連
を意識づける。

２．教科書の例文を読み，二つの文のつ
なぎ方について考える。

○主語のはたらきを理解させ
るようにしたい。そのために
は，述語に対して，主体となっ
ているのは「誰か」「何か」を，
文を読んで理解させる。

３．さまざまな文について，動作の主体で
ある主語の存在について確かめる。

○「どちらを主語にしても文の
意味が通じる」という見方では
なく，「どちらの言い方が，より
わかりやすいか」という意識を
もたせることで，自分が書い
た文を自分自身で見直すこと
にも結びつけたい。

４．主語を意識していろいろな文を書き，
主語と述語の関係を確かめる。

○教科書の設問に答えなが
ら，主語をそろえたり，主語と
述語を適切な形にしたりして，
よりわかりやすい文に整えて
いくということを理解させた
い。
○ノートに文を書かせ，主語
と述語に線を引くなどして，わ
かりやすく整えられているか，
改善の余地はないか確認さ
せてみると，自分の書く文が
意識できるようになる。

５．日常生活においても，主語と述語をそ
ろえて話したり，書いたりするよう話し合
う。

○日頃の言語生活を振り返
り，学習の成果を生かしていく
ことができるよう意識づける。

3

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

等との関連

1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しを
もつ。

○ ○

○登場人物の心情の変化
を考えて読み，登場人物
になって想像したことを書
くという単元の見通しをも
たせる。

２．『きつねの窓』の特徴をとらえる。
（1）子ぎつねに対する「ぼく」の心情の変
化をまとめる。

○子ぎつねとの出会いか
ら別れるまでの，「ぼく」の
心情の変化を考える。ここ
での「場面」とは，子ぎつ
ねが「したこと」によって分
け てい く。 子ぎ つね は，
「ぼく」にいろいろな誘いを
かける。それぞれを一つ
の場面として考えたい。

○「『ぼく』の心情」を読み
手として想像する場合は，
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。

※「想像を書く」ためのポ
イント１（「ぼく」の人物像を
とらえる。）

（2）子ぎつねや「ぼく」が指で作った窓に
は，どのようなものが映ったか。どうしてそ
れらのものが映ったかをノートにまとめ，
話し合う。

○両者に共通している事
柄を抽出することによっ
て，「窓」の意味やはたら
きがはっきりしてくる。

※「想像を書く」ためのポ
イント２（「窓」の意味，は
たらき。）

☆特別活動・総合的
な学習の時間など：問
題意識や互いの立
場・主張を明確にしな
がら，計画的に話し合
う。

☆道徳：物語の読み
をとおして，生命がか
けがえのないもので
あることを知り，自他
の生命を尊重すること
についての考えを深
める。

【関】言葉の広がりを味わいな
がら，詩の世界を楽しもうとし
ている。（音読・観察）

◎【読】場面の変化や情景な
どについて，叙述をもとに自分
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
をもっている。（音読・観察）

【関】主語を意識して述語との
関係をとらえ，より自然な文に
なるように，考えたり，書いた
りしようとしている。（ノート・観
察）

◎【言】主語を意識して述語と
の関係をとらえ，より自然な文
になるように考え，書くことを
理解している。（ノート）

【関】登場人物の心情の変化
に興味をもちながら読み，登
場人物になって想像したことを
書こうとしている。（音読・観
察）

◎【読】ファンタジー作品の特
徴をとらえながら，登場人物の
心情の変化を読んでいる。
（音読・ノート）

【書】登場人物の心情の変化
を考えながら，登場人物に
なって想像したことを書いてい
る。（作文）

【言】語句と語句との関係や，
文末表現の効果など，言葉の
使い方に対する感覚などにつ
いて，気をつけている。（作
文）

【関】すすんで資料を作成・収
集して，パネルディスカッション
に参加しようとしている。（観
察）

◎【話聞】司会者・パネリスト・
フロアのそれぞれの立場が担
う役割を理解して，テーマに
そった話し合いに参加してい
る。（発言・メモ）

【言】書いて作成した資料を示
しながら，聞き手にわかりやす
い言葉を選んで話している。
（発言）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（1）準備をする。
＊テーマに対する観点とグループのメン
バーを決める。
＊グループで情報を調べたり，整理したり
して，自分たちの主張をまとめる。

△文章中における主語のはたらき
を理解して，実際の言語生活に生
かす。
△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)

□登場人物の心情の変化を考え
ながら読み，登場人物になって想
像したことを書く。
□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
□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
△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)
（□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

◇意見の違いを大事にしながら話
し合い，考えを深める。
◇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
◇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，討論などをすること。　⇒Ａ(2)
イ

□言葉の広がりを味わいながら，詩の
世界を楽しむ。
□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
△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
どについて関心を持つこと。　⇒伝国
(1)イ(ｶ)
（□詩を読み，感想を述べ合うこと。
⇒3・4年Ｃ(2)ア）

イナゴ

主語を整える

きつねの窓
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1
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単元名 詩を味わおう

単元名 一　物語の世界を想像して書こう
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9

10

10

3

2

1

1

1

未来の自動車－パネ
ルディスカッションをし
よう－



（3）不思議な世界に行ったことによって，
「ぼく」には変化があったのか，話し合う。

○ 「 こ こ が 大 事 」 に ある
「ファンタジーの特徴の一
つ」である「行きて，帰り
し」物語である。一般に，
「帰った」登場人物には変
化（成長）がみられること
が多い。この物語の場合
はどうか。そこが話し合い
の中心になる。

○「変わらない」，「変わっ
た」，「変わ った」とすれ
ば，どのように変わったの
か。クラスで一つにまとめ
る必要はなく，意見，考え
を交流することに，話し合
いの主眼を置く。「なぜな
らば……」と，根拠をはっ
きりさせて発言するように
する。「ここが大事」にある
ように，不思議の世界が，
「ぼく」にとってどのような
意味をもっているのかを考
えることも必要である。

３．「ぼく」は，指で作った「窓」の中に二つ
のものを見た。そのどちらかのできごとに
ついて，「ぼく」になったつもりで想像して
書く。

○「窓」に見えた事柄の共
通項「もう二度と会えない
＝死んだ」を前提に，「ぼ
く」と「少女」「昔の家族・
家」との関係を想像してい
く。前者は「昔大好きだっ
た」が，後者は「焼けた」が
キーワードになると思われ
るが，無理に限定はしな
い。

○教科書の例は，「ぼく」と
の関わりを具体的に想像
している。「次のようなこと
に気をつけて」の項目を参
考に，エピソードや会話な
どを入れると具体的にな
る。
○ P31 の 「 言 葉 」 の 設 問
は，学習活動の中で適宜
取り扱う。

１．「学習の進め方」を読み，学習の見通
しをもつ。どのように物語を作るのかイ
メージし，題材を決める。

○物語を創作することを
伝え，活動の具体的なイ
メージをもてるようにし，児
童の意欲を高める。

○自分が一年生に伝えた
いことを，上巻で学習した
マッピングで考える。思い
つかない場合は，児童が
一・二年生の時のことを思
い出させる。

1

２．登場人物を決める。

○

○登場人物の設定を具体
的に決める。絵をかかせ
るとイメージが具体的にな
る。

1

３．あらすじを書く。

○

○あらすじでは，自分が伝
えたいことを山場（クライ
マックス）にもっていくよう
にする。

４．物語を書き，推敲をする。 ○山場を詳しく書くように
指導する。会話文を入れ
ると場面が生き生きする。

○自分が伝えたいことが
その言葉で一年生に伝わ
るかどうかを考えて，推敲
を行わせる。

５．一年生に読み聞かせをし，その感想を
クラスで伝え合う。

○実際に一年生にグルー
プで読み聞かせをし，感
想をもらう。一年生の直接
的な反応を見られるように
したい。

○聞いてもらって，喜んで
もらうことが大切である。
また書きたいという気持ち
にさせる。

１．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の使い方や表記な
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。

○絵の中にある五年生で
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。

３．五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 時数 単元名・教材名 本時のねらい 学習活動 関 話聞 書 読 伝国 具体の評価規準 留意点
  他教科・領域、行事

等との関連

1

１．単元名やリード文を読んで，学習の見
通しをもつ。

○ ○

○P38のリード文やP46の
前文をもとに，筆者の考え
に気をつけながら文章の
要旨をとらえ，「心の世界」
について感想を書く，とい
う単元の流れを確認する。

☆道徳：物語の読み
をとおして，生命がか
けがえのないもので
あることを知り，自他
の生命を尊重すること
についての考えを深
める。

☆道徳：自分と他の人
には，その人なりの
「心の世界」があるこ
とを知り，相手の立場
に立ち，自分と異なる
意見や立場を大切に
する心情を育む。

【関】登場人物の心情の変化
に興味をもちながら読み，登
場人物になって想像したことを
書こうとしている。（音読・観
察）

◎【読】ファンタジー作品の特
徴をとらえながら，登場人物の
心情の変化を読んでいる。
（音読・ノート）

【書】登場人物の心情の変化
を考えながら，登場人物に
なって想像したことを書いてい
る。（作文）

【言】語句と語句との関係や，
文末表現の効果など，言葉の
使い方に対する感覚などにつ
いて，気をつけている。（作
文）

【関】物語作りに積極的に取り
組もうとしている。（観察）

◎【書】自分が伝えたいことを
山場にもってくるように構成を
考え，山場を詳しく書いてい
る。（作文）

【言】文章にはいろいろな構成
があることについて理解して
いる。（作文）

【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】筆者が取り上げた例と自
分の経験をあわせながら，文
章の要旨をとらえ，「心の世
界」について考えようとしてい
る。（観察）

◎【読】「心の世界」について
考えるために，文章の内容を
的確におさえて要旨をとらえた
り，具体例と筆者の主張など
との関係をおさえ，自分の考
えを明確にしながら読んだりし
ている。（音読・ノート）

◎【読】「心の世界」について
感想文を読み合い，一人一人
の感じ方や考えの違いを受け
とめ，自分の考えを広げたり
深めたりしている。（発言）

【書】「心の世界」について，文
章を引用したり自分の経験を
混ぜたりしながら感じたことや
考えたことを書いている。
（ノート）

【言】一つめの例の反証として
二つめの例を提示し，それら
の例から主張を述べるという
文章構成を理解している。
（ノート）

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

□登場人物の心情の変化を考え
ながら読み，登場人物になって想
像したことを書く。
□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
□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
△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)
（□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

■一年生に伝えたいことを題材
に，展開を考えて物語を書く。
■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
■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)
■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

△絵を見て想像したことをもとに，
五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

□筆者の考えに気をつけながら，
文章の要旨をとらえ，「心の世界」
について考える。
□思索を深める方法を知るため
に，さまざまな事例を考えたり，事
例から結論を導いたりする過程に
気をつけて読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□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
■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

きつねの窓

一年生に向けて物語
を書こう

漢字の広場4
五年生で学んだ漢字
④

ぼくの世界，君の世
界

1

1

1

1

1

1
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単元名 二　筆者の考えを読み，感想を書こう



1

２．筆者が取り上げた「心の世界」につい
てのさまざまな例をもとに，文章の要旨を
とらえ，まとめる。
（1）「昔から大真面目に議論されてきた問
題」とはどのような問題か。文章中の言葉
を使って説明する。

○ ○

○「見え方や感じ方などの
感覚が全ての人に共通し
ているといえるか」「自分
が感じていることと，他の
人の感じていることが同じ
であるといえるか」などと
まとめることができる。ま
た，P39・42の文には二度
「保証」という言葉が出てく
ることから，「感覚は，全て
の人に共通しているという
保証があるか」などのまと
めもできる。

（2）電球・「あまみ」「痛み」の例と，友達と
好きなアニメについて話し合っている例を
通して，筆者はどのようなことを言いたい
のか，自分の経験も合わせて話し合う。

○アニメの例は，第13・14
段落がポイントとなる。電
球などの例から，「結局，
私たちは，一人一人……
つまり，人と人は，永遠に
理解し合えないのだろう
か。そうではない，とぼく
は思う。」と述べ，「永遠に
理解し合えないのではな
い」ということを述べる例と
してアニメが出されている
ので，この例から筆者が
述べたいことは，第17～
19段落となる。「おたがい
のちがいがわかった」「私
たちは，それなりに心を伝
えたり受け取ったりしてい
る」などの表現が重要とな
る。

○「ここが大事」をもとに，
要旨とは「筆者が文章をと
お して 言い 表そうとした
『大事なこと』」であること
をおさえ，（1）・（2）の学習
活動も要旨につながって
いることを確認する。

（3）文章の要旨を友達と話し合い，ノート
にまとめる。

○「ここが大事」の線で囲
まれた「問題→答え」は，
この文章の骨格を示して
いる。要旨をうまくとらえら
れない児童には参考にさ
せたい。
○まず，一人一人に，要
旨につながる言葉や文を
探させる。そのうえで友達
と話し合い，自分なりに要
旨をまとめさせたい。

1

３．『ぼくの世界，君の世界』を読んで考え
たことをもとに，「心の世界」について感想
文を書く。
（1）１．の学習活動を想起し，要旨や自分
の経験をもとに，「心の世界」について考
えたことを200～400字程度で書き表す。 ○

○児童の実態に応じて，
文章を読んで感じたことや
考えたこと，文章の要旨，
本文にあげられた例と自
分のこれまでの経験など
の視点を与える。P48の例
文のように，文章から言葉
や文を引用し，それに対し
て考えたことや感じたこと
を書かせる。

1

（2）感想文を友達と読み合い，自分の考
えと比べる。

○

○P48 のフキダシの よう
に，「心の世界」を自覚的
に捉えられない児童がい
ると予想される。「心の世
界」に正解はない。同じ文
章を読んでも感じたことや
考えたこと，着目した言葉
や文が違うことに気づき，
感 想 を 交 流 で き れ ば よ
い。

１．伝統的な言葉遊びである「回文」につ
いて知る。

○伝統的な言葉遊びのお
もしろさを感じさせたい。
P51の江戸時代の回文か
ら，ここでは濁点は使われ
ていないことに注意させ
る。

２．自分でも工夫して，回文を作る。 ○ 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。

8

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

　　等との関連
１．「学習の進め方」を読み，どのように意
見文を書くのかイメージし，学習の見通し
をもつ。

○ 活 動 の 流 れ を 意 識 さ
せ，児童の意欲を高める。

２．意見の中心を明確にする。 ○日頃感じている問題や
改善したいこと，困ってい
ることを話し合わせ，意見
文に書くテーマを考えさせ
る。

1

３．説得力をもった意見にするための，取
材をする。

○

○自分が経験したこと，
きっかけだけではなく，引
用することを前提として資
料を探させる。その際，正
確に引用できるように，書
誌情報を明記させる。

1

４．意見を効果的に伝えるために，P54の
「構成表」を参考に構成を考える。

○

○教科書の「構成表」をも
とに，序論・本論・結論の
構成を理解する。また，一
方的に自分の意見を言う
のではなく，反対意見を予
想して書いたり，その反対
意見に反論したりする。

５．意見文を書き，読み手に伝わるかどう
かに注意して推敲をする。

○引用を用いた書き方を
確認する。

☆道徳：自分と他の人
には，その人なりの
「心の世界」があるこ
とを知り，相手の立場
に立ち，自分と異なる
意見や立場を大切に
する心情を育む。

☆総合的な学習の時
間など：文章を書く活
動でも活用できる。

【関】筆者が取り上げた例と自
分の経験をあわせながら，文
章の要旨をとらえ，「心の世
界」について考えようとしてい
る。（観察）

◎【読】「心の世界」について
考えるために，文章の内容を
的確におさえて要旨をとらえた
り，具体例と筆者の主張など
との関係をおさえ，自分の考
えを明確にしながら読んだりし
ている。（音読・ノート）

◎【読】「心の世界」について
感想文を読み合い，一人一人
の感じ方や考えの違いを受け
とめ，自分の考えを広げたり
深めたりしている。（発言）

【書】「心の世界」について，文
章を引用したり自分の経験を
混ぜたりしながら感じたことや
考えたことを書いている。
（ノート）

【言】一つめの例の反証として
二つめの例を提示し，それら
の例から主張を述べるという
文章構成を理解している。
（ノート）

【関】楽しみながら「回文」にふ
れようとしている。（観察）

◎【言】語感に注意しながら，
「回文」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】意見文を積極的に書こう
としている。（意見文・観察）

◎【書】意見文の説得力が増
すように，引用したり，反対意
見・反論を入れたりして，工夫
して書いている。（意見文）

◎【書】読み手の主張が明確
に伝わるように，事実と自分
の意見や感想を区別して書
き，必要に応じて簡単に書い
たり，詳しく書いたりしている。
（意見文）

【言】文章にはいろいろな構成
があることについて理解して
いる。（意見文）

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

□筆者の考えに気をつけながら，
文章の要旨をとらえ，「心の世界」
について考える。
□思索を深める方法を知るため
に，さまざまな事例を考えたり，事
例から結論を導いたりする過程に
気をつけて読むこと。
　⇒◎Ｃ(1)ウ
□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
■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

△伝統的な言葉遊びの一つであ
る「回文」について知り，「回文」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

■根拠をはっきりさせ，構成を考
えて意見文を書く。
■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)
■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

ぼくの世界，君の世
界

回文を作ろう

意見文を書こう

2

11

11

単元名 三　説得力のある文章を書こう

1

1

1

2



○反対意見とその反論を
書くときには，「確かに，…
…。しかし，……。」という
方法もあることを確認す
る。

６．クラスで読み合って交流する。 ○読んでもらって，書いて
よかったと思わせることが
大切である。また書きたい
という気持ちにさせる。

○書き手の目的や意図に
応じた内容になっているか
を考えながら，よいところ
について感想を述べ合う。
また，よりよくするという観
点から，お互いに助言し合
う。

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．「青」を部分にもつ漢字を例に，形声文
字の音を表す部分について理解を深め
る。

○四年生で学んだ「部首」
と「音を表す部分」，五年
生で学んだ「漢字の成り立
ち」を想起し，形声文字の
特質を再確認させる。

３．偏旁冠脚のどの位置に音を表す部分
があるかを探し出す。

○高学年で学習する漢字
のほとんどは，形声文字
である。音を表す部分に
着目することで，未習の漢
字の意味や読み方を推測
できるようになるなど，漢
字学習の効果を図りた
い。

４．文字によって音が違うものもあることを
知る。

５．P59の設問を解き，音を表す部分への
関心を深める。

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。

○学習に際しては，漢字
辞典や国語辞典の活用が
より効果的である。漢字に
対する興味・関心を高め
つつ，積極的に文字を調
べる態度を養うようにす
る。

7

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

　　等との関連
１．単元とびらを読んで，学習の見通しを
もつ。

○自分の読書体験を振り
返り，大切な本の紹介文
を書くという単元の見通し
をもたせる。

２．梨木さんと若田さんのそれぞれの「本
との出会い」を読み，文章の特徴を考え
る。

○梨木さんは，物語のあ
らすじと作品を一部引用し
て文章を書いている。若
田さんは，本の内容を要
約して，自分のメッセージ
を中心に文章を書いてい
る。それぞれの文章の特
徴について話し合わせ，
自分の紹介文に生かせる
ように助言する。

３．自分が紹介しようとする本を読む。 ○自分の読書生活を振り
返り，紹介する本を選ば
せる。

1

４．自分の考えを整理して書く。

○

○紹介文を書くという観点
から，選択した本を読み返
して，教科書に掲載されて
いる六年生の紹介文を参
考にして，文章を書かか
せる。

2

５．書いた文章を紹介し合い，互いに感想
を交流する。

○

○紹介文を読み会い，互
いに感想を交流して，これ
からの自分の読書生活に
生かすようにさせる。

6

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

　　等との関連

12 1
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
国語テスト

1

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

　　等との関連

☆総合的な学習の時
間など：文章を書く活
動でも活用できる。

☆図書館指導：友達
に紹介された本を探し
て読む。

【関】自分の読書生活を振り返
り，印象に残った本について
紹介しようとしている。（発言・
観察）

◎【読】自分の読んだ本につ
いて，自分の考えや意見を持
ちながら読み返している。（読
書）

【話聞】友達の書いた紹介文
をもとに，適切な言葉づかい
で話している。（発言）

【書】自分の考えを，本の内容
の「要約」や「引用」などをしな
がら書いている。（ノート）

【言】表現の工夫などについて
着目しながら読んでいる。（読
書）

【関】意見文を積極的に書こう
としている。（意見文・観察）

◎【書】意見文の説得力が増
すように，引用したり，反対意
見・反論を入れたりして，工夫
して書いている。（意見文）

◎【書】読み手の主張が明確
に伝わるように，事実と自分
の意見や感想を区別して書
き，必要に応じて簡単に書い
たり，詳しく書いたりしている。
（意見文）

【言】文章にはいろいろな構成
があることについて理解して
いる。（意見文）

【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，興味・関心をもっ
て，すすんで学習しようとして
いる。（ノート・観察）

◎【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。（ノート）

○

○

○

○

○

○

○

■根拠をはっきりさせ，構成を考
えて意見文を書く。
■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)
■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

△形声文字について，音と意味，
成り立ちも含めて理解する。
△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)
△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)

□今までの読書体験を振り返って
文章を書き，それを交流して読書
の幅を広げる。
□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
◇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
■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
■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
△比喩や反復などの表現の工夫
に気付くこと。 ⇒伝国(1)イ(ｹ)
□本を読んで推薦の文章を書くこ
と。
　⇒Ｃ(2)エ
◇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
■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

意見文を書こう

漢字の広場5
音を表す部分

11

11

単元名 五　興味のある人物をしょうかいしよう

単元名 四　大切な本をしょうかいしよう

単元名 漢字５０問テスト

単元名 学力サポートプラン

2

1

1

2

1

私の大切な一冊

○

○



1

１．単元とびらを読んで，学習の見通しを
もつ。

○ ○

○伊能忠敬の生き方につ
いて自分の考えをまとめ，
興味のある人物の伝記を
読んで紹介するという単
元の見通しをもたせる。

２．伊能忠敬の生き方を考える。
（1）時を表す言葉に気をつけて，伊能忠
敬の行動を中心に年表に整理する。

○年表化することによっ
て，「忠敬の行動」を視覚
的にとらえやすくなる。異
なるできごとがある年は，
同じ年の中に，複数の柱
を立てる。

○「ここが大事」の，「どの
ような考えで，どのような
ことをしたのか」を考えた
り，「自分との共通点や相
違点を見つけ，比べなが
ら読」んだりすることがあっ
てもよい。

※「人物の紹介を書く」た
めのポイント１（人物の行
動を，コンパクトに，視覚
的にとらえること。）

（2）伊能忠敬がどのような人物なのか（性
格・ものの見方・考え方など）がわかる文
を選んで，伊能忠敬の人物像を話し合う。

○教科書の発表例にもあ
るように，根拠をはっきりさ
せて「どのような人物なの
か」をとらえるようにする。

○交流し合いながら，収
束できることはまとめてい
くが，異なる場合は，その
違いを大切にする。一人
の人物が，さまざまな側面
をもっていることを大事に
したい。

（3）伊能忠敬の生き方で深く考えさせられ
たことをまとめ，それについての自分の考
えを，ノートに書く。

○「深く考えさせられた」と
は，いちばん印象に残っ
た事柄（生き方・考え方・
行動など）ととらえることが
できる。「伊能忠敬の生き
方」は本文からの（要約）
引用となる。それに対して
「自分の考 え」 を述 べる
が，具体的な根拠や事由
をはっきりさせることが大
事である。

（4）書いたことを発表し，感想を話し合う。 ○教科書の例文では，忠
敬の行動を，自分なりの
言葉で解釈し，そのうえで
思ったことを述べている。

※「人物の紹介を書く」た
めのポイント２（「自分の考
え」まとめる時の参考。）

３．興味のある人物の伝記を読み，その
人物の紹介と，その人物に対する自分の
考えを書く。

○「人物のしょうかい」と
は，２．（1）でまとめたよう
なことを下敷きに，その人
物の行動（生き方・考え
方）の概略を伝えるように
する。

○また「あなたの考え」を
書くにあたっては，２．（3）
で考えたように，その人物
の「生き方で深く考えさせ
られたこと」をもとにまとめ
るようにする。

○文例を参考に，以下の
ような組み立てを考えるこ
ともできる。「その人物を
取り上げた理由」／「その
人物のその人物の行動
（生き方・考え方）の概略」
／「その人物の，深く考え
させられた生き方」／「そ
のことに対する考えや感
想」
○ P89 の 「 言 葉 」 の 設 問
は，学習活動の中で適宜
取り扱う。

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．「明ける・開ける・空ける」を例に，同じ
訓の漢字について，それぞれの意味を考
え，文脈にそって適切な漢字を選ぶことを
理解する。

○同訓で意味の近い語が
漢字で書かれる場合，そ
の使い分けは慣用によっ
ているので，ゆれが生じや
すいが，本教材のものは，
使い分けがある程度明確
にできるものにしぼってい
る。

３．P90・91の設問を解きながら，異字同
訓についての関心と理解を深める。

○文脈から判断したり，
知っている熟語に置き換
えたりして考えてみるなど
の習慣を身につけさせた
い。

例：おさめる…修学・納
税・収容・治水

○『漢字の広場3 熟語の
意味』で扱った意味のよく
似た熟語どうしと同様に，
どちらを用いてもよい場合
があることもふまえておき
たい。

例：「収納」の意味のとき
は ， 「 収 め る 」 が 基 本 だ
が，「納める」と表記する
用例もある。

４．辞典を使って異字同訓を集め，使い分
けを考えて短文を作り，ノートにまとめる。

○同訓でも意味が違うこと
を辞典を使って確認する。

５．学習内容を理解し，学習の見通しをも
つ。

○漢字の読み方・筆順な
どを理解させて，他の漢
字学習にも生かしていくよ
う意識づける。

☆道徳：伝記の読み
をとおして，より高い
目標を立て，希望と勇
気をもってくじけない
で努力しようとする気
持ちをもつ。

【関】伊能忠敬の生き方を考え
たあと，興味のある人物の伝
記を読んで，その人物をすす
んで紹介しようとしている。（観
察）

◎【読】伊能忠敬の生き方を，
自分との共通点や相違点を見
つけ，比べながら読んでいる。
（音読・ノート・発言）

【書】興味のある人物の伝記を
読んで，その人物を紹介する
文章を書いている。（ノート）

【言】語句と語句との関係や，
言葉の使い方に対する感覚な
どについて，気をつけている。
（ノート）

【関】同訓の漢字の意味や使
い方の違いに気づき，使い分
けをしようとしいている。（ノー
ト）

◎【言】文脈や辞典の情報を
活用しながら，適切に使える。
（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・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。（発言）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

□伊能忠敬の生き方を考えたあ
と，興味のある人物の伝記を読ん
で，その人物を紹介する。
□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
△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)
□伝記を読み，自分の生き方につ
いて考えること。　⇒Ｃ(2)ア
■興味をもった人物のよさを多く
の人に伝えるための文章を書くこ
と。　⇒Ｂ(2)ウ

△異字同訓について理解を深め，
使い分けに関心をもつ。
△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)
△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

伊能忠敬

漢字の広場6
同じ訓をもつ漢字

六年生で学ぶ漢字②

4

1

1

4

1

1
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６．傍線の言葉に注意して，提示の文を声
に出して読む。

○五年生で学んだ「漢字
学習ノート」を利用して取
り組ませるとよい。

７．傍線の言葉の意味を確かめ，新出漢
字の練習をする。

８．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。

９．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。

10．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。

11．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。

12．教科書の絵を見て，描かれている様
子について説明する。

○絵の中にある五年生で
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。

13．五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。

13

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

　　等との関連

1 1

１．『言葉は時代とともに』を読み，言葉の
変化について考える。 ○ ○

○「言葉は時代とともに」
変化しているという，教材
の概略をとらえさせる。

2

２．『万葉集』や近代の代表的な文学者の
作品にふれて，その言語表現を味わう。

○

○『万葉集』や正岡子規，
夏目漱石，芥川龍之介の
作品を音読して，それぞれ
の文章の違いに気づかせ
る。

３．身のまわりの事物から，言葉の変化を
考えてみる。

○身のまわりの事物や語
彙の変化を調べる。その
際，書物からだけではな
く，お年寄りにきいてみる
ことも大事な取材活動に
なる。
○言葉の変化は，発音や
文章の文体，文法など，さ
まざまな観点から考える
必要があるが，ここでは語
彙の変化が中心になるだ
ろう。

3

４. 時代とともに変化していく言葉について
調べて，考えたことを交流する。

○

○「言葉の変化」につい
て，自分の取材をもとに意
見を書かせ，友達と交流さ
せる。

１．学習内容を理解し，日常化への見通し
をもつ。

○教材冒頭の例文によっ
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，日本語の表記には漢
字・万葉仮名・平仮名・片仮名・ローマ字
などがあることを知り，それぞれの由来や
特徴をノートに整理する。

○教材文を読み進めなが
ら，日本語の表記には漢
字・万葉仮名・平仮名・片
仮名・ローマ字などがある
ことを知り，それぞれの由
来や特徴を板書し，ノート
に整理できるようにする。

○漢字の読みには，音読
みと訓読みがあることも再
認識させ，設問の漢字を
自分で漢字辞典などで調
べることにより，理解を深
めさせる。

３．P107の新聞記事をもとに，日常生活の
中でそれぞれの文字がどのように用いら
れているか話し合う。

○P107の上段の設問は，
謎解きのようだが，音だけ
で表すとこのように表記で
きてしまうが，意味をもっ
て表記することの大切さに
気づかせる。また，漢字と
仮名を使い分け，組み合
わせて書くことのよさに気
づかせる。

○下段の設問では，使い
分けの工夫の仕方を自由
に話し合わせるようにす
る。

○日本語は，漢字や片仮
名・数字・ローマ字などと
平仮名とを組み合わせる
ことによって，分かち書き
をしないでも読みやすくす
ることができることに気づ
かせたい。

☆総合的な学習の時
間・道徳：時代とともに
変化していく言葉につ
いて興味をもって調べ
たり，わが国の伝統や
文化への関心を高め
たりする。

【関】傍線の言葉を使って，文
を書こうとしている。（ノート・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。（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・
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】言葉の変化について，す
すんで調べようとしている。
（観察）

◎【言】『万葉集』や「近代」の
文章などから，それぞれの時
代の人々のものの見方や言
葉の変化に気がついている。
（音読・ノート）

【書】言葉の変化に関する取
材をもとにして，自分の意見を
書いている。（ノート）

【関】文字の由来や特徴に関
心をもち，身近な文字の使い
方を調べようとしている。（観
察）

◎【言】漢字・仮名・ローマ字
の特徴を理解し，正しく使い分
けている。（ノート）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△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，
五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

△言葉がその時代の人々とともに
変化してきたことを知り，自分の考
えをまとめる。
△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)
■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
■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

△日本語の文字の由来や特徴に
関心をもち，適切に使い分ける。
△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)

六年生で学ぶ漢字②

五年生で学んだ漢字
⑤

言葉は時代とともに

日本語の文字

1

1

1

1

1

2

単元名 六　日本の文化を考えよう



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．「上手」を例に，同形異語について知
り，意味や感じ方の違いを比べる。

○同形異語については，
読み方の違いから，意味
や感じ方が違ってくること
に気づくようにし，その漢
字が日常生活にどう根づ
いているかについて興味・
関心を高めるようにした
い。

３．「特別な読み方の言葉」について知り，
P110の一覧表を使って，どのような言葉
があるのか確かめる。

○熟字訓や当て字など特
別 な 読 み 方 を する 言 葉
は，小学校の終わりのこ
の時期に再整理し，確認
で き る よ う にして お き た
い。P110の一覧表をもと
に，仲間の言葉をまとめた
り，関連する言葉どうしを
集めたりして，日常生活と
結びつけて扱うようにする
とよい。

４．P109に掲げる文を音読し，「降」「背」
「夜」「尊」など，同字異訓の読み分け方に
ついて関心をもつ。

○複数の訓がある漢字の
うち，両用に読むことがで
きる漢字については，声に
出して読み，文脈や前後
の言葉から，その言葉の
感じ方をどう生かして読む
のかを考えるようにする。
それをもとにお互いに意
見交換をすることが大切
である。

５．P145からの「小学校で学んだ漢字」を
もとに複数の訓がある漢字を探し，送り仮
名に注意し，表現の効果などについて確
かめたり，工夫したりして文を書き，友達
どうしで読み合う。

○文作りの学習を通して，
改めて，活用語尾を送ると
いう送り仮名の原則的な
つけ方について確認し，
活 用 につ い て の 意 識 を
しっかりともたせるように
する。

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。

○五年生で学んだ「漢字
学習ノート」を利用して取
り組ませるとよい。

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
など推敲をする。

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。

11

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

　　等との関連

2 1

１．卒業をひかえての，国語の学習を行う
ことへの見通しをもつ。

○ ○

○「これまで」「これから」
を，「いのち」をとおして思
いを受け継いでいく学習
であることを，「君へ」「い
のち」という文章および詩
のタイトルから感得させる
ようにしたい。

1

２．文章と詩を読み，筆者の考えや思いを
考える。

○ ○

○筆者が伝えたい相手，
伝えたい思いを，文章，
詩，さし絵を関連づけて読
み，考えるようにさせる。

３．読んで考えたことについて，友達どうし
で話し合い，考えや感想を交流し合う。

○筆者の伝えたい思いを
受けとめて読み，自分の
感想を持ち，6年間の学習
経験や成長と関連づけな
がら話し合うようにさせた
い。

４．話し合いを経て考えたことをまとめ直
し，筆者に対してメッセージへの返信を書
く。

○ 筆 者 が 発 信 した内 容
の，一人一人の受け手と
して読み直したり考え直し
たりしながら，これからの
生き方について，「筆者へ
の返事」としてまとめさせ
る。

１．とびら「中学生になるみなさんへ」を読
み，学習の見通しをもつ。

○P155のとびらと文章の
タイトルから，メッセージを
投げかけられた対象として
の「卒業を目前とした自
分」を意識させるようにし
て，内容の読みへ招き入
れたい。
○これまで培ってきた国語
の力を動員して，自力で
読み，受け止め，自分の
考えをもち，筆者と対話さ
せる構えをもたせるように
する。

【関】筆者の考えに対して，自
分と関連づけて考えようとして
いる。（観察）

◎【読】筆者の伝えたかったこ
とを，事実と意見とに気をつけ
て読んでいる。（音読・ノート）

◎【読】文章と詩を読み，筆者
の思いや考えを受け止め，自
分の感想をもっている。（ノー
ト）

【話聞】筆者の思いや願いに
ついて，これまでの自分の成
長と関連づけながら話し合っ
ている。（発言）

【書】筆者からの投げかけを受
け止め，自分の思いや考えに
ついて，表現や構成を工夫し
て，返事として書こうとしてい
る。（ノート）

【言】文体や文章構成を考えな
がら読んでいる。（ノート）

【関】筆者の考えに対して関心
をもち，自分の生き方につい
て考えようとしている。（観察）

◎【読】筆者の伝えたかったこ
とを，事実と意見とに注意して
読み，自分の考えを明確にし
ながら読んでいる。（音読・
ノート）

◎【読】読んで考えたことを発
表し合い，自分の考えを広げ
たり深めたりしている。（発言）

【話聞】読んで考えたことをもと
に，自分の考えが明確に伝わ
るように話そうとしている。（発
言）

【言】文体や文章構成を考えな
がら読んでいる。（音読・ノー
ト）

○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。

【関】同形異語や熟字訓につ
いて理解し，使い方に関心を
もとうとしている。（観察）

◎【言】辞典を使いながら設問
に答えたり，教科書の資料を
読んだり，書いたりしている。
（ノート）

【関】傍線の言葉を使って，文
を書こうとしている。（ノート・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】自分で作った短文の表現
などについて，確かめたり工
夫したりしている。（ノート）

○

○

○

○

○○

○

○

○

□筆者の考えを，意図や思考を関
連づけながら読み，自分の生き方
についてについて考えをもつ。
□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，意見などとの関係を押
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
□本や文章を読んで考えたことを
発表し合い，自分の考え広げたり
深めたりすること。
　⇒Ｃ(1)オ
◇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
△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)
□自分の課題を解決するために，
意見を述べた文章などを利用する
こと。　⇒Ｃ(2)イ

△同形異語や熟字訓，同字異訓
についての理解を深め，言葉の使
い方に関心をもつ。
△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)
△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)
△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)
■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

□「いのち」について，筆者の伝え
たいことを事例の文章や詩をもと
に読み，自分なりの考えをもつ。
□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
◇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
■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
△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)
□自分の課題を解決するために，
意見を述べた文章などを利用する
こと。　⇒Ｃ(2)イ

中学生になるみなさ
んへ
二十一世紀に生きる
君たちへ

漢字の広場7
さまざまな読み方

六年生で学ぶ漢字③

「君へ」

1

1

2

1

3

2

2

単元名 七　国語の学習　これまで　これから



２．筆者が歴史についてどのように考えて
いるかを読む。

○実際に21世紀に生きて
いる自分の身のまわりに
も目を向け，筆者の願いと
社会や文化のあり方，人
の生き方を，多様な観点
から比べるようにしたい。

３．筆者の考えに対して，自分がどのよう
に考えたかを発表し合う。

○観点別のグループ，生
き方についての思い別の
グループなど，話し合う相
手の集団を多様に交代さ
せるなど，広い視野で考
えを広げたり深めたりさせ
るとよい。

○筆 者の 思い を受 け止
め，中学校に進学する自
分の生き方を，筆者への
返信メッセージとしてまと
め ， 表 明 し合う よう にす
る。

7
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　　等との関連

3 1
漢字５０問テスト

1

【関】筆者の考えに対して関心
をもち，自分の生き方につい
て考えようとしている。（観察）

◎【読】筆者の伝えたかったこ
とを，事実と意見とに注意して
読み，自分の考えを明確にし
ながら読んでいる。（音読・
ノート）

◎【読】読んで考えたことを発
表し合い，自分の考えを広げ
たり深めたりしている。（発言）

【話聞】読んで考えたことをもと
に，自分の考えが明確に伝わ
るように話そうとしている。（発
言）

【言】文体や文章構成を考えな
がら読んでいる。（音読・ノー
ト）

○○○

□筆者の考えを，意図や思考を関
連づけながら読み，自分の生き方
についてについて考えをもつ。
□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，意見などとの関係を押
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
□本や文章を読んで考えたことを
発表し合い，自分の考え広げたり
深めたりすること。
　⇒Ｃ(1)オ
◇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
△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)
□自分の課題を解決するために，
意見を述べた文章などを利用する
こと。　⇒Ｃ(2)イ

中学生になるみなさ
んへ
二十一世紀に生きる
君たちへ

2

3

単元名 漢字５０問テスト


