第４学年 国語科学習指導案
平成３０年６月５日
１

単元名

目指せ！読み取り名人！

教材文 「ヤドカリとイソギンチャク」
（東京書籍 四上）
２

単元について
〈本単元で取り上げる指導事項〉
Ｃ読むこと （１）イ 目的に応じて、中心となる語や文をとらえて段落相互の関係や事実と意見
との関係を考え、文章を読むこと。

〈教材の特質〉

〈本単元に関わる子どもの実態〉

本教材「ヤドカリとイソギンチャク」は、話題提示、

・３年教材「自然のかくし絵」
「もうどう犬の

問い１、問い２、問い３、まとめという５つの意味段

訓練」では、段落ごとに内容をとらえなが

落で明確に構成されており、児童に段落相互の関係を

ら文章を読むことを学習している。形式段

考えさせながら内容を正確に読み取ることに適した

落を見つけることは出来るが、文章ごとの

教材である。また、
「まず」
「次に」
「実は」
「では」な

内容を短く要約することに関しては個人差

どの接続語に着目させることで、段落どうしのつなが

がある。

りをとらえやすい構造になっている。さらに、３つの

・語彙の少なさから自分が考えたことを相手

問いと答えを読み進めていくことで、二者それぞれに

にうまく伝えられないことがある。学習で

とっての利点が分かり、互いに助け合って生きている

は、ペア学習やグループ学習を取り入れて、

という筆者の主張がとらえやすい展開になっている。

自分の考えたことを相手に伝える場を多く

補助教材として、共生する生き物について書かれて

設けるようにしている。

いる本を用意し、自分の選んだ本の筆者の論の展開の

・ＮＲＴの結果から、文章の内容を整理する

仕方を読み取る。論の展開の良さを互いに紹介し合う

こと、話の中心をまとめることが苦手な児

ことで、助け合って生きる生き物について興味をもつ

童が多く見られた。そのため、３年に学習

とともに、様々な文章にであったときに、文章構成に

した要約の仕方を振り返ったり、キーワー

気をつけて読み取る力が育つと考える。

ドにサイドラインを引いたりするなどの支
援を行っている。

〈つけたい力〉
○中心となる文や語をとらえて段落相互の関係を考えることができる。
・中心となる文や語をとらえて、それぞれの段落を要約することができる。
・段落ごとのまとまりを考えて、見出しをつけることができる。
・段落相互の関係を考えながら、文章のまとまりを考えることができる。
○文章のまとまりをとらえて、どのようなことが書かれているかを自分の言葉でまとめ、それを友だ
〈創造的な単元構想〉
ちと紹介し合うことで、筆者の論の展開の良さに気づくことができる。
・ワークシートをもとに、意味段落ごとに分けて読み取り、論の展開についてまとめることができ
る。
・友だちと紹介し合い、筆者の主張や論の展開の良さに気づくことができる。

つけたい力の明確化
○つけたい力の系統性
【既習】

【本単元】

【次単元】

・段落ごとの内容をとらえなが ・段落ごとの内容をとらえ、段
ら文章を読むことができる。
○学習用語

落相互の関係を考えて読む。

まとまり（意味段落）

接続語

・文章の構成を考えながら読
み、要旨をとらえる。

問い・答え

単元展開の工夫
単元の導入では、司書教諭のブックトークで共に助け合って生きる生き物について紹介する。共
生する生き物について書かれている本から筆者の論の展開の良さをまとめ、友だちに紹介する活動
を単元の最後に行うことを伝える。ゴールイメージを明確にもたせて意欲づけをし、並行読書に取
り組ませたい。また、筆者の説明の仕方や論の展開を正しく読み取れるように、第二次で学習して
いくことを伝え、第二次への意欲づけとする。
第二次では、３年で学習した要約の仕方を確認し、その上で、各段落にどんなことが書かれてい
るのかを考えながら、文章全体を通読する。文章のまとまりを、視覚的にとらえさせたり、学習を
振り返る際の支援としたりするために教室に説明文の全文を拡大掲示しておく。接続語や問いと答
えを手掛かりに文章全体を「始め」
「中」
「終わり」に分けて内容を大まかにつかみ、まず「終わり」
に筆者のどんな主張が書かれているかを読み取らせる。筆者の主張を先に知り、そこに向かってど
のように論の展開がされているかを押さえながら、学習を進めていく。「中」のまとまりは、「ヤド
カリがイソギンチャクを付ける理由(ヤドカリの利益)」「イソギンチャクの付け方」「イソギンチャ
クの利益」の３つに分かれている。接続語が適切に使用されていることで、問いと答えの関係や話
題の転換がはっきりとしていることを確認しながら、段落相互の関係を読み取らせていく。３つの
まとまりの順序を入れ替えたり、無くしたりしながら読むことを通して、それぞれのまとまりが、
相互に関係していることや筆者の主張に向けて展開されていることを読み取らせたい。
第三次では、自分が選んだ共生する生き物について書かれている本の筆者の主張や論の展開を読
み取り、友だちに紹介する。文章のまとまりをとらえて、どのようなことが書かれているかを自分
の言葉でワークシートにまとめることによって、筆者の論の展開のよさに気づかせたい。
主体的な学びをつくる工夫
・学習を見通せるように単元計画を掲示し、毎時間本時の位置を確認する。
（個人、全体）
・学校図書館と連携して「共生する生き物コーナー」を設置し、第三次にスムーズに取り組めるよう
にする。
・学習に主体的に参加できるよう、家庭学習で教材文から大事な言葉や文を見つけ、その言葉に印を
つけさせる。
・説明文の構成をとらえるために拡大した文章を掲示し、学習の足跡を残す。
・ペア、グループ学習を取り入れることで互いの考えを交流させ、対話的な学習になるようにする。

〈本単元の目標と評価規準〉
○段落ごとの内容をとらえて、段落相互の関係を考えて筆者の主張とそれを支える理由や事例との

目
標

関係を読むことができる。
○目的を意識して、中心となる語や文を見つけることができる。
ア 国語への関心・意欲・態度

評
価
規
準

エ

読む能力

オ 言語についての
知識・理解・技能

① ヤドカリとイソギンチャクの関

① 段落相互の関係を考え、説

① 問いと答えを表す語句

係に興味をもち、何がどのよう

明のまとまりを見つけなが

や話題を変える語句に

に説明されているのかを進んで

ら読んでいる。

着目しながらまとまり

読み取ろうとしている。

② 筆者の考えや論の展開の仕

② 選んだ本について、説明の仕方
や筆者の考えを読みとろうとし

をとらえている。

方についての良さを自分な
りに考えている。

ている。
４

単元構想（全１０時間）
次

主な学習活動

評価規準【 】と評価方法（ ）

○教室に「共生する生き物コーナー」を設置して、いろいろな生き物についての興味を喚起する。
一

共に助け合う生き物に関する本を読んで、筆者の話の進め方の工夫を読み取り、感想を伝
え合う学習計画を立てる。
○ブックトークを聞き、助け合う生き物

つ
１

か

【関①】助け合って生きる生き物につ

について興味をもつ。

いて興味をもち、進んで本を読もう

学習課題を知り、学習に見通しをもつ。

としている。

紹介し合う活動をすることを知らせ、

む

（ノート・発言・行動観察）

助け合って生きる生き物について本で
調べる。
２

○教材文全体を通読し、形式段落を確か
めて文章全体をつかむとともに難しい

【言①】難解な語句について、語句調
べをして、意味を理解している。
(ワークシート)

語句について意味調べをする。
二

説明文の構成について理解し、筆者の論の展開の仕方について考える。
○物語全体の構成をつかみ、
「始め」
・
「中」
・ 【読①】問いと答えを表す語句や話題

取

３

「終わり」に分ける。

りをとらえている。

り

（発言・ワークシート）

組
む

を変える語句に着目しながらまとま

４

○「終わり」に書かれていることを読み取

【読①】ヤドカリとイソギンチャクが

り、ヤドカリとイソギンチャクの関係を

互いに助け合って生きている関係で

まとめる。

あるという筆者の主張を読み取って
いる。

(発言・ワークシート)

○「問１」からヤドカリがイソギンチャク
５

を付ける理由を読み取る。

【読①】ヤドカリがイソギンチャクを
つけている理由を読み取り、意味段落
に見出しをつけている。
（発言・ワークシート）

○「問２」からヤドカリがイソギンチャク
６

を移す方法を読み取る。

【読①】ヤドカリがイソギンチャクを
貝殻に付ける方法を読み取り、意味段
落に見出しをつけている。
(発言・ワークシート)

○「問３」からヤドカリに付いたイソギン
７

チャクの利益を読み取る。

【読①】イソギンチャクがヤドカリに
付くことで得られる利益を読み取り、
意味段落に見出しを付けている。
(発言・ワークシート)

○段落相互の結びつきに着目して、筆者の
８

論の展開について考える。

【読①】段落相互の結び付きによって
筆者の主張を述べるための工夫があ
ることを理解している。

（本

(発言・ワークシート)

時）

ふ

三

自分の選んだ本の筆者の論の展開をまとめ、自分の考えを伝え合う。

り

○自分の選んだ本を読み、ワークシートを

返

使ってまとめる。

る

【関②】選んだ本について、説明の仕
方や筆者の考えを読みとり、進んでま
とめようとしている。

９

【読①】筆者の考えがどのように述べ
られていることを理解して読んでい
る。
(発言・ワークシート)
○選んだ本の筆者の論の展開の工夫をまと

１０

め、友だちと紹介し合う。

【読②】文章を読んで感じたことや考
えたことを伝え合い、互いの感じ方や
考え方の違いに気づいている。
(発言・ワークシート)

○これから本を読む時、話のまとまりごとに何が書かれているかを考えながら読む。

広
げ
る

○説明文を読んで自分なりの意見をもつ。
○読む人に自分の考えが伝わりやすい文章構成を考えながら、文章を書く。

４

本時の学習

（１）目

標 段落相互の結びつきに着目して、筆者の論の展開について考えることができる。

（２）評価規準 筆者の考えや論の展開の仕方についての良さを自分なりに考えている。
（読②）
（３）準

備 教師：教材文拡大コピー ワークシート まとまりの短冊 児童：ワークシート

（４）学習過程

１

学習活動と教師の働きかけ

○留意点と評価

・予想される児童の反応

（観点）【評価方法】

前時までの学習を振り返り、本時のめあてを確認 ○前時までに学習した３つの問いと答えを整理し、
する。

説明文全体を振り返り、本時への意欲づけをす
る。
め）筆者がどのように考えを伝えようとしているのかを考えよう。

２

筆者がなぜこのようなまとまりの構成、順序にし ○文章のまとまりの小見出しを並べて、それらの結
たのかを考え、話し合う。
〇どれかのまとまりをなくしたらどうなる？
・「たがいに助け合っている」だから、ヤドカ
リもイソギンチャクどちらのまとまりも無
くしたらいけない。
・どちらの利益ものせないと、助け合っている
にならない。
〇まとまりが入れ替わったらどうなる？
・
「ヤドカリとイソギンチャク」だから、ヤ

び付きを表で整理する。
○問い１～３のまとまりを異なる順序に入れ替え
て読ませ、段落相互のつながりがおかしいところ
がないか考えさせる。
○段落相互の関係に気づくことができるよう、まと
まりを短冊状にして、グループごとに入れ替えら
れるように準備する。
○論理的に考えて説明できるよう、
「まとまり○が
ないと、～につながらない。なぜなら･･･だから

ドカリの利益、イソギンチャクの利益とい

です。」
、
「まとまりの○と○を入れかえると～で

う順序が良い。

す。わけは、･･･だからです。」という説明の仕方

・間にイソギンチャクのまとまりを入れると、

を示す。

ヤドカリの説明がわかりにくくなる。
３

筆者の論の展開の仕方をワークシートにまとめ、 【評価】段落相互の結び付きによって筆者の考えが
論の展開について自分の考えを書く。
・まとまり２と４を入れかえると、まとまり１

（読む能力）
〔ワークシート〕

で「いかにも重そうに見えます」と書かれて

○書くことが苦手な児童に対しては、「まとまり〇

いることにつながらない。
・まとまり３は利益ではないけれど、読んで
いる人が疑問に思うことに答えているから
無くしてはいけないと思う。
４

述べられていることを理解している。

学習のまとめをする。
児童の振り返り
全体の振り返り

がないと･･･」、
「まとまりの○と○を入れかえる
と･･･」という文型を示し、今までの板書を
振り返りながら書くよう助言する。

