
第５学年 国語科学習指導案 

平成２９年６月１日（水） 

５年２組 ３１名 

指導者  宮林 清志 

研究主題 

自立した学習者を育てる授業の在り方 
～「教えて考えさせる授業」における協同学習の研究を通して～ 

 

目指す児童像（５学年） 

要旨を捉えて、自分の考えをもって読める児童 

 

１ 単元名 筆者の考えの進め方をとらえ、自分の考えを発表しよう 

 

２ 教材名 「見立てる」「生き物は円柱形」 

 

３ 単元の目標 

  ◎要旨を捉えて自分の考えを明確にしながら読み、筆者の考えや文章の書き方についての感想を発

表し合って、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。 

  ○例の挙げ方や文末表現の役割について理解することができる。 

 

４ 単元の評価規準 

 

５ 単元について 

 本単元は、「見立てる」と「生き物は円柱形」の２つの教材から成っている。「見立てる」で文章構成

や要旨のまとめ方を学び、そこで学んだことを生かして「生き物は円柱形」を読み取っていくという流

れになっている。両教材共に双括型の説明文であり、筆者が最も伝えたいことは、初めの段落と最後の

段落に書かれており、中の段落は論証に充てられている構成となっている。 

指導計画では、まず文章構成や内容を捉えやすい「見立てる」で、説明的文章の文章構成（筆者の考

えの進め方）をしっかりと捉えさせるとともに、「はじめ」と「終わり」に着目させ、題名やキーワー

ド、「～である。」「～なのだ。」等の文章の語尾に着目して要旨をまとめる方法を身に付けさせていく。

そして「見立てる」で学んだことを、文章が長くなり構成も複雑になる「生き物は円柱形」で活用させ、

要旨をまとめることを通して筆者の考えを的確に捉えさせる。そして、筆者の考えに対する自分の考え
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や文章の書き方について話し合う活動を通じて、自己の考えを広げたり、深めさせたりしていきたい。 

その際に「はじめ」と「終わり」を合わせれば必ず筆者の要旨になる、などのように形式的に教えす

ぎないことは重要なことである。例えば「中」の部分にも筆者の考えとして落とせない部分を書く場合

や、字数によっては中の事例を含めて書く場合があるなど、そうした技能も併せて教えていかなければ

ならない。しかし、後述することになるが、児童の実態を見れば、「はじめ」と「終わり」に着目させ

るなど、要旨の捉えさせ方をある程度簡単に示さなければならないことは明白であり、特に第 1教材の

「見立てる」では、有効な手立てであると考える。 

 

６ 児童の実態について 

 学年の児童の実態については、国語の学習内容全般を

苦手としており、その中でも特に説明的文章に対する学

習の定着度が極端に低いと言える。昨年度の品川区学力

定着度調査の結果を見ると、国語全体の正答率の合計は

69.1％で区の正答率と比べてもマイナス 5.1ポイントで

あり、教科として低い定着度を示している(右表参照)。

また領域別では、「説明的文章」の正答率は 56.7％であ

り、区の正答率と比べてもマイナス 9.1ポイントとなっ

ており、領域別でも著しく低い結果を示している。また、

解答傾向から見ても、「筆者の考察読解」や「文章の要旨

把握」の内容を特に苦手としていることも窺える。 

こうした点からも説明的文章を読み取るための基本的なスキルや既習事項が、十分に理解されていな

いことがわかる。 

 

６ 主題に迫るための手立て 

本単元では、まずは文章中の筆者の考えを読み取る際に難しさを感じる児童が多くいることが予想さ

れる。そして、筆者の考えを読み取れたとしても、文章中の言葉をどのように処理したり、生かしなが

ら要旨を書いたりすればよいか分からずに戸惑ってしまう児童も一定数いることが予想される。そこで、

説明的文章を「読むこと」と捉えた要旨を「書くこと」という、大きく二つの学習活動に対する手立て

が特に必要になると考えた。 

 

①補助教材を使用した段落構成や内容の把握 

今回は、第 1教材の「見立てる」を学習する段階において、補助教材として「大きな力を出す」を使

用することを手立てとした。今の児童の実態では、「見立てる」の教材についても段落構成や内容の把

握を読み取る際にも、つまずく可能性があると考えたからである。そこで、最初の教材から丁寧に読み

取るための手立てを講じた。「大きな力を出す」は、４年時の既習教材であるため、児童が内容を理解

している点、そして「見立てる」と同じ双括型の説明的文章である点から、段落構成や要点を例示しな

がら、既習事項を確認して読んでいくのに適した手立てとなると考えた。 

 

②要旨をまとめる際の技法 

要旨をまとめるための基礎的な技法として、「はじめ」と「終わり」に着目する、キーワードを落と

 学年の正答率(%)と区

の正答率との差 

区の正答率(%) 

国語全体 69.1(-5.1) 74.2 

領

域

別 

漢字 71.3(-6.0) 77.3 

言語事項 73.0(-2.3) 75.3 

文学的文章 65.9(-3.4) 69.3 

説明的文章 56.7(-9.1) 65.8 

作文 69.8(-2.8) 72.6 



さない、筆者の主張で重複した部分は１つにまとめるなど、具体的な書き方を押さえることにした。ま

た、その際に不適切な要旨のまとめ方や適切なまとめ方をモデルとして提示することで、より分かりや

すい要旨の理解につながると考えた。 

 指導者は「教えるべき内容」を明確にして児童に捉えさせると同時に、理解深化につなげるための手

立てを丁寧に講じた指導のあり方が本単元のポイントとなると思われる。そして、要旨のまとめ方など

掴んだポイントを使い自信をもって活動できる協同学習のあり方も重要である。そうした指導のあり方

が一番表れるところが本単元の第１教材である「見立てる」の段階であると考え、本時の授業を設定す

ることにした。 

 

７ 指導計画（１０時間） 

次 時数 内容    予…予習   教…教える  考…考えさせる  困…困難度査定 

一 １ ねらい：頭括型・尾括型・双括型の文章構成について知るとともに、学習の見通しをもつ。                              

単元の学習計画を示し、見通しをもたせる。 

○筆者の考えを読み取るために、文章構成をとらえ、要旨をまとめる。 

○筆者の考えと表現（論の展開の仕方）の工夫に対して、自分の考えをまとめる。 

○３つの教材（「大きな力を出す」「見立てる」「生き物は円柱形」）を使う意味を捉えさせる。

（要旨のまとめ方・要旨をまとめて自分の考えを書く。） 

教 説明的文章には３つの型があることを、短文を通して例示する。 

●頭括型の文章構成 

●尾括型の文章構成 

●双括型の文章構成 

   ・［初め］［中］［終わり］の［初め］と［終わり］に筆者の最も伝えたい考えがあり、

同じことを言っている部分がある。 

・［中］は筆者の考えの理由となる具体的事例が述べられている。 

二 ２ 

３ 

ねらい：『見立てる』を読み、各段落の内容（要点）と役割をとらえる。                                      

困 不要な言葉をそぎ落とすことに困難さがある。 

予 題名「見立てる」という言葉が本文中で使われている所を○で囲んでくる。 

教 キーワードに着目した読み方。 

   ・題名には筆者の考え方につながる重要な言葉が使われている。 

   ・繰り返し使われる言葉は重要。（［初め］と［終わり］では特に重要） 

   ・言葉は違っても、同じような意味で繰り返し使われている言葉は重要。 

考 ＜理解確認＞既習教材『大きな力を出す』の要点例を見て、ペアで改善案を考える。 

  ＜理解深化＞『見立てる』の要点をまとめ、それぞれの段落の役割を考える。 

４ 

本

時 

ねらい：要旨とは何か知り、「見立てる」の要旨を簡潔にまとめる。                                    

困 ①［中］の内容や役割を意識して必要な言葉を選ぶことに難しさを感じる。 

  ②重なりを省きながら要旨をまとめることに困難さを感じる。 

予 Ｐ５４「要旨をとらえる」を読んでくる。 

「見立てる」の文章構成に気を付けて音読してくる。 

教 要旨とは何か。双括型の文章の要旨のまとめ方。 

考 ＜理解確認＞既習教材『大きな力を出す』の要旨として正答例と、要旨としてふさわし

くないものを比べ、不適切な点を考える。 

＜理解深化＞『見立てる』の要旨を考え、書きまとめる。 



５ ねらい：「生き物は円柱形」を学習する準備をする。 

予 算数の教科書Ｐ２２０を読み、円柱形がどんな形なのかを知る。 

  題名「生き物は円柱形」だけを見て、疑問に思ったことを書いてくる。 

活 難解語句や、読み取る上で重要な語句を調べ、意味を理解する。 

三 ６ ねらい：「生き物は円柱形」を読み、文章構成やキーワードを捉える。                                      

困 文章量が増えることによって、文章構成が捉えにくくなる。 

予 第１時と第２時のワークシートを見直してくる。 

教 双括型の文章構成について（既習）。キーワードに着目した読み方（既習）。 

考 ＜理解確認＞本文を読み、形式段落の番号と、題名の「生き物」「円柱形」というキーワ

ードの印を書く。 

  ＜理解深化＞①段落と⑪⑩段落を見比べて、共通する言葉を探し、［初め］［中］［終わり］

の区切りを捉える。 

        ①段落と⑪段落に共通するキーワードを捉える。 

７ ねらい：「生き物は円柱形」の［中１］の論の展開を読み取る。                                      

困 理由を明確にして、自分の考えをまとめることに困難さを感じる。 

予 ②～⑤段落を音読してくる。 

教 ［中１］の役割と表現の工夫。 

   ・［中１］では、全ての生き物の共通性が円柱形だという具体的事例について述べてい

る。 

   ・［中１］では、反論を使った表現の工夫をしている。 

考 ＜理解確認＞［中１］を簡潔に要約する。 

  ＜理解深化＞［中１］の内容に対する自分の考えをまとめる。 

 ８ ねらい：「生き物は円柱形」の［中２］の論の展開を読み取る。                                      

困 理由を明確にして、自分の考えをまとめることに困難さを感じる。 

予 ⑥～⑩段落を音読してくる。 

教 ［中２］の役割と表現の工夫を読み取る。 

   ・［中２］では、なぜ全ての生き物の共通性が円柱形なのか、円柱形だとよいことの具

体的事例について述べている。 

   ・［中２］では、仮説を検証する表現の工夫をしている。 

考 ＜理解確認＞［中２］を簡潔に要約する。 

  ＜理解深化＞［中２］の内容に対する自分の考えをまとめる。 

９ 

 

ねらい：「生き物は円柱形」の筆者の考えを読み取り要旨をまとめる。                                      

困 字数が増えることにより、［中］から根拠を追加する際に、どこを取り上げるか、判断す

ることが難しい。 

予 第４時のワークシートを見直してくる。 

教 双括型の文章構成について（既習）。キーワードに着目した読み方（既習）。 

考 ＜理解確認＞［初め］と［終わり］を整理して、要旨をまとめる。（１５０字） 

  ＜理解深化＞［中］から根拠を追加して、要旨をまとめる。 

１０ ねらい：「生き物は円柱形」の筆者の考えや表現の工夫に対して自分の考えをもつ。                                     

困 反論・仮説の効果を捉えることに困難さを感じる。 

予 第６時～７時のワークシートを見直してくる。 

教 正しい要旨の例（既習）。 

双括型の文章構成（既習）。 



反論を使った表現の工夫（既習）。仮説を検証する表現の工夫（既習）。 

考 ＜理解確認＞例文を使って、反論と仮説の表現の練習をする。 

  ＜理解深化＞要旨に対する自分の考え、表現の工夫に対する自分の考えをまとめる。 

 

８ 本時（４/１０時間目） 

（１）ねらい 

   要旨とは何か知り、「見立てる」の要旨を簡潔にまとめる。 

（２）目指す児童像 

   要旨のまとめ方を知り、要旨をまとめるときに友達に説明したり、書いたりすることができる。 

（３）教えること：要旨とは何か、まとめ方 

   考えさせること：必要（不必要）な言葉を選び、要旨をまとめること。  

（４）困難度査定・手立て 

   ①［中］の内容や役割を意識して必要な言葉を選ぶことに難しさを感じる。 

   →既習の教材を使い、要旨を書くポイントを教えることで、本教材での要旨を書く見通しをもた

せる。 

   ②重なりを省きながら要旨をまとめることに困難さを感じる。 

→不適切なモデルを提示することで、より分かりやすい書き方を意識させる。 

  

（５）展開 

段階 ○学習活動 ・支援 ☆評価の仕方 

教
え
る 

予習確認 

１分 
予習Ｐ５４「要旨をとらえる」を読んでくる。 

  「見立てる」の文章構成に気を付けて音読してくる。 

 

説明 

１０分 
○課題をつかむ。 

 

 

知っておこう 

○文章構成（双括型）を確認する。 

○要旨の書き方と、書くポイントを知る。 

・双括型の構成について既習教材「大きな力を出す」を例

にして知る。 

 

 

 

 

 

・既習教材「大きな力を出す」の正答例を知る。 

 

 

 

 

 

・見通しがもてるよう、本時の活

動内容を提示する。 

 

 

 

 

 

・児童の意見を引き出しながら、

「大きな力を出す」の要旨をま

とめるポイントをおさえる。 

 

 

 

 

 

「見立てる」の要旨（筆者が一番言いたいこと）をま

とめよう。 

 

要旨を書くポイント 

（双括型） 

・[初め]と[終わり]を見ると同じようなことを言っている。

そこが筆者の伝えたいこと。 

・[終わり]にはつけたしがあり、そこがより伝えたいこと。 

・繰り返し出てくる言葉に着目してキーワードを捉える。キ

ーワードは必ず入れる。 

 

○正答例 

呼吸と筋肉は深い関係がある。ふだん、特に考えな

いで呼吸をしているが、呼吸を意識することで、筋肉

はより大きな力を出すことができる。 

 



考
え
さ
せ
る 

理解確認 

１０分 

 

確かめよう 

○要旨のまとめ方として、既習教材「大きな力を出す」

で適切なふさわしくない例を読み、適切な要旨のまと

め方を考える。（ペア） 

・「大きな力を出す」の要旨の正答例を知る。 

・不適切な例のどこが不適切か考える。 

①キーワードが入っていないパターン 

②繰り返しパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ペアで相談し、どこが不適切なのか見付ける。 

・全体確認をする。（２～３人）  

 

・要旨をまとめる際に不適切な書

き方を知り、同様の書き方をし

ないように教える。 

 

 

 

 

 

・不適切な点を確認したら、名前

を付けて、同じような書き方に

ならないように意識させる。 

理解深化 

２０分 
深めよう 

○ペアで見通しをもつ。 

・「見立てる」のキーワードを捉える。 

・終わりに付け足されている部分を捉える。 

・共通する部分を捉える。 

○「見立てる」の要旨を書く。 

・一人で書く。 

○ペアで交流する。 

○チェックポイントをもとに、確認し合う。 

 

 

 

 

 

○全体で発表する。 

 

 

 

 

 

 

・支援が必要な児童へは、「題名と同

じ言葉」や「繰り返し使われている

言葉」キーワードをいくつか探さ

せ、その言葉が含まれている文を中

心に書くよう助言する。（机間指導） 

 

☆[初め]と[終わり]に着目して、筆者が

一番伝えたいことを考え、要旨をま

とめることができている。（ワーク

シート） 

自己評価 

４分 
振り返ろう 

○本時の学習の振り返りをする。 

 振り返りカードに、「要旨のまとめ方」について学ん

だことや気を付けていくことなどを具体的に記入す

る。 

☆要旨をどのようにまとめるのか

を知り、振り返ることができて

いる。（振り返りカード） 

 

 

 

①キーワードなしパターン 

 呼吸と筋肉は、深い関係がある。ふだん、特に考え

ないで呼吸をしているが、一人で力を出すときも、人

と力を合わせるときも、考えて呼吸するとよい。 

（※題名にかかわるキーワードがない） 

②繰り返しパターン 

 呼吸と筋肉は、深い関係がある。考えて呼吸するこ

とで、もっと体の力を引き出すことをできる。呼吸を

意識することで、筋肉は大きな力を出すことができる 

★チェックポイント（話し合いの視点） 

・キーワード（大切な言葉）が入っているか 

・一緒にした方がいい言葉がまとめられているか。 

 


