
小学校 国語科２（平成20年度）

第４学年 国語科学習指導案

１ 新潟市の児童の実態

平成 20 年度全国学力・学習状況調査における新潟市の国語の正答率は，Ａ問題では小学校 67.9

％（全国 65.4 ％，新潟県 67.0 ％），中学校 73.4 ％（全国 73.6%，新潟県 73.6%），Ｂ問題では小

学校 51.8 ％（全国 50.5 ％，新潟県 50.7 ％），中学校 61.2 ％（全国 60.7 ％，新潟県 61.3 ％）であ

る。全国，全県と比べ，小学校ではやや上回っており，中学校ではほぼ同じくらいであるという

実態が分かった。

また，領域・設問別に傾向を探ると，以下のような問題点が見られた。

・小学校国語Ａでは，「文の構成や表現の効果を確かめ正しく推敲する」「言葉の使い方につい

て調べ結果から考えたことを明確に書く」設問において，また中学校国語Ａでは「文章の展

開に即して内容を読み取る」「適切な段落を設けて論理的な文章にする」設問では，正答率が

全国より２%～ 3.4%劣る。

・国語Ｂでは，「読むこと」領域の正答率は，他の領域より低く 30 ～ 40 ％台である。

・登場人物の心情と場面についての描写を叙述と関連付けて 40 字以上 80 字以上で書いたり（小

学校），文章に表れているものの見方や考え方について 80 字以上 120 字で説明したり（中学

校）する設問の無解答率が 18.5 ％（全国 22.7 ％），26.8 ％（全国 27.9%）と高い。

これらのことから，「読むこと」領域を重視する必要があると言える。その中でも，文章の構

成や展開を踏まえて内容を読み取ることや，複数の叙述と関連付けて登場人物の心情や著者のも

のの見方や考え方をとらえ，それを自分の言葉で表現できる力を育てていかなければならない。

一方，読解の授業において，「話し合い」活動が位置付けられている授業が増えてきている。

しかし，一人一人が自分の考えを伝えるだけで，なかなか話し合いが深まっていかないのが，大

方の現状である。そこで，「読解」の授業における有効な話し合いの方法を工夫していかなけれ

ばならないという課題もある。

２ 単元名

本と友達になろう 教材「白いぼうし」あまんきみこ作「本は友達」（光村図書 国語四上）

「車のいろは空の色」「続車のいろは空のいろ」あまんきみこ作（ポプラ社）

３ 単元のねらい

○ 視点を変えたり複数の叙述を関連付けたりしながら，登場人物の性格や状況，行動の理由，

場面の様子などについて，想像力を働かせて読むことができる。

○ 叙述を根拠として，一人一人が考えたことを書き表したり，互いの考えを出し合って共通点

や相違点を踏まえながら話し合ったりすることができる。

○ 同じシリーズの他作品を「白いぼうし」と比べながら読み，主人公の松井さんの性格や役割，

タクシーのお客さんなどについて共通点を探ったり，それを友達と交流したりして読書活動を

楽しむことができる。

４ 思考力・判断力・表現力の伸長のために

学習指導要領改訂の柱の一つに，「言語活動の充実」が掲げられている。総則の改訂の基本方

針には，「確かな学力を育成するためには，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させる

こと，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をは



ぐくむことの双方が重要であり，これらのバランスを重視する必要がある。（後略）」と書かれ

ている。また，配慮事項として「児童の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から，基礎的

・基本的な知識・技能の活用を図る学習活動を重視するとともに，言語に関する能力の育成を図

る上で必要な言語活動の充実が必要である」ことが示されている。

そこで，本単元における「思考力・判断力・表現力」を，「文章中の大事な言葉や文をとらえ

る力」，「複数の叙述を関連付けて，それらを根拠として想像を広げながら読む力」，「叙述を根

拠として想像したことを，第三者に分かるように伝える力」と設定した。

そして，上記のように設定した力をはぐくむために，どんな基礎的・基本的な知識・技能を，

どのように「習得」させたり，「活用」させたりしていくかを考え，下図のように構想した。

＜今までに「習得」し ＜習得したことを ＜本単元における ＜他作品・教科

た基礎的・基本的な 本単元で活用でき 活用＞ 等及び実生活

知識および技能＞ るようにする手立 における活用＞

・作品中の大事な言葉 て＞ ・複数の事実や

や表現を見いだし， ・文章全体から，登 ・場面の移り変わり 叙述を取り出

書き抜くこと。 場人物の言動や情 に注意しながら， し，それらを

・地の文や登場人物の 景，状況などを表 登場人物の性格や 関係付けて考

行動や会話などを根 す言葉を抜き出し， 気持ちの変化，情 えていくこと。

拠として，登場人物 それらを関連付け 景などについて， ・視点や立場を

の性格をとらえるこ てとらえていくよ 文章全体から叙述 変えて考える

と。 うな働き掛けを行 を取り出し，複数 こと。

・叙述を根拠としなが う。 の叙述を関連付け
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せる指示を出した

りする。
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り感想を述べたりす 合いの方法を生か にしながら，それ 多くの考えを

ること。 し，課題解決に向 らの根拠や理由に 関係付けて話

けて，互いの考え 着目して，話し合 し合っていく
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せていく。
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思考力・判断力・表現力の育成



５ 指導の構想

(1) 一単元で，複数の物語を読ませたり，主教材と比較したり関連付けたりして読む「読書活

動」を位置付ける。

・単元導入時に，主教材を読む視点や意欲をもたせるために，シリーズの他作品を読み聞かせ

をする。

・主教材で読み進めた視点や方法を活用させて，他作品を自力読みしたり個の読みを交流して

グループで話し合ったりしながら主教材と関連作品の共通点を探し出す活動を位置付ける。

(2) 主教材の文章全体から，大切な表現や登場人物の関係等をとらえるための根拠となる叙述

を取り出す学習活動を設定する。

(3) 異なる登場人物の立場に立って考えさせ，複数の異なる叙述を取り出させ，それを根拠と

して異なる考えが出るような「発問」や条件を設定する。

【発問】逃がしてしまったちょうの代わりに，白いぼうしの中に夏みかんを入れた松井さんの

アイディアはよいアイディアだと思いますか。もっと別の方法がよいと考えますか。

＜異なる登場人物の立場から取り出す根拠＞

男の子 不思議な女の子（ちょう） 松井さん

・「せっかくのえものがいな ・客席の女の子が，後ろから ・もぎたてなのです。

くなっていたら，この子 乗り出して，せかせかと言 ・きのう，いなかのおふく

は，どんなにがっかりす いました。 ろが速達で送ってくれま

るだろう。」 ・「早く，おじちゃん。早く した。においまでわたし

・「あのぼうしの下さあ。お 行ってちょうだい。」 にとどけたかったのでし

母ちゃん，本当だよ。本 ・バックミラーには，だれも ょう。

当のちょうちょが，いた うつっていません。ふり返 ・「あまりうれしかったの

んだもん。」 っても，だれもいません。 で，いちばん大きいの

・水色の新しい虫とりあみ 「おかしいな。」 を，この車にのせてき

をかかえた男の子がエプ ・おどるように飛んでいるち たのですよ。」

ロンを着けたままのお母 ょうをぼんやり見ているう ・「せっかくのえものがい

さんの手を，ぐいぐい引 ち，松井さんには，こんな なくなっていたら，こ

っぱってきます。 声が聞こえてきました。 の子は，どんなにがっ

・「ぼくが，あのぼうしを開 「よかったね。」 かりするだろう」

けるよ。だから，お母ち 「よかったよ。」 ・何を思いついたのか急い

ゃんは，このあみでおさ 「よかったね。」 で車にもどりました

えてね。あれっ，石がの 「よかったよ。」 ・運転席から取り出したの

せてあらあ。」 それは，シャボン玉のはじ は，あの夏みかんです。

・「あの子は，どんなに目を けるような，小さな小さな まるで，あたたかい日の

丸くするだろう。」 声でした。 光をそのままそめ付けた

・すると，ぽかっと口をＯの ような，見事な色でした。

字に開けている男の子の顔 ・「お母さんが，虫とりあ

が，見えてきます。 みをかまえて，あの子

がぼうしをそうっと開

・すると，ぽかっと口をＯの字に開けている男の子の顔が，見え けたときー。」

てきます。「おどろいただろうな。まほうのみかんと思うかな。 「あの子はどんなに目

なにしろ，ちょうが化けたんだからー。」 をまるくしただろう」



・「ふふふっ。」ひとりでに笑いがこみ上げてきました。

立場を設定し限定して考えさせると，発問に対する自分の考えの根拠として取り出す叙述

が変わってくる。（前ページの図参照）取り出す根拠が異なれば，当然，それに基づく考え

も変わってくる。また，同じ立場の者同士でも，根拠となる叙述が複数あるので，どの叙述

を根拠としたか，何と何の根拠を関連させたかで，異なる考えになることもある。「叙述を

根拠として，自分の考えをもつ」ことは従来から重要視されてきたが，本単元では，「複数

の叙述を関連付けて，それを根拠として自分の考えをもつ」ことを大切にしていく。ある一

つの叙述を根拠として自分の考えをもつだけではなく，複数の叙述を根拠とすると，一つの

叙述を根拠とした時よりも考えが広がったり深まったり変わってきたりすることを，子ども

たち自身に体感させ，そのよさや必要性を認識させていく。このことが，今後，他作品を読

む時にも，作品全体から重要な根拠となる叙述を見いだそうとする態度や，複数の叙述を関

連付けて解釈する力へとつながっていくと考えている。

(4) 共通点や相違点を大事にしながら，考えが広がったり深まったりしていくような話し合

いの方法を工夫する。

「読解」の授業場面に，ペアやグループでの話し合いが位置付けられている授業を多く目

にするようになった。しかし，その大方は，一人一人の意見を伝え合うことで終わっている。

本単元では，一人一人の考えをもちより，共通点や相違点を考えながら，考えをまとめたり

広げたりしていくように話し合い活動を充実させたいと考え，以下のように構想した。

① グループでの話し合いの流れ

○ １グループの人数は４～５人とする。

ア 「グループ話し合いマップ」を用いる。

イ 司会者と記録者を決める。

ウ 輪番に発表する。

エ 発表者は，自分の考えと根拠とした叙述，それに基づいた理由を話す。根拠とした

叙述は，自分のワークシートに貼ってある付箋をはがし，「グループ話し合いマップ」

に貼っていく。

オ 記録者は，考えや理由のキーワードを短い言葉で書いていく。

カ 発表者の隣の人は，必ず質問をする。

キ 司会者は，質問や感想を他の人からも引き出す。

ク エ～キを順番に全員が行う。

ケ 司会者と記録者で協力して，相談しながら，似た考えをくくったり，違う考えを見

いだしたりする。

コ 質問をしたり確認をしたりしながら，理由や根拠に着目して課題に対するグループ

の考えを一つにまとめていく。

② 全体での話し合いの流れ

教師は，「グループ話し合いマップ」を参考にしながら各グループの話し合いの流れを見

取り，子どもたちが異なる立場のグループの考え方を関係付けていけるような働き掛けを

する。

６ 指導計画（全16時間 本時８／16）

次(時) 学 習 活 動 ・留意点◇主な発問等

一 ○ 「車のいろは空のいろ」や「続車の色は空のい ◇「今，読んだ作品に共通してい

（２） ろ」のシリーズの中から「春のお客さん」や「や ることは何ですか。」



さしいてんき雨」など，いくつかの作品を読み聞 ・主人公の人柄や，お客さんの不

かせを聞いたり，自分たちで読んだりする。 思議さや行き先等，作品を読み

・複数の作品に共通していることを見付ける。 進める柱を見付けさせる。

・全体で話し合って，共通することを整理しなが

ら，作品を読み進めていく柱を決め，「作品読み

取りマップ」の原型を作る。

○ 単元の見通しをもつ ◇「白いぼうし」を読んで心に残

・「白いぼうし」は「車のいろは空のいろ」のシリ ったことや不思議に思ったこと

ーズの中の一作品であることや，シリーズの読 は何ですか。そう思った叙述（根

書や読書会をすること等，単元の流れをつかむ。 拠）とともに書こう。

・全文を読む。（範読。→一人読み。）

・心に残ったことや，不思議に思ったことを，叙

述を根拠としながら，初発の感想を書く。

二(4) ○ 作品を理解するために，必要な情報を取り出す。 ・物語の設定をとらえさせる。

・いつ，どこの話か。 ・一次の視点を基に，松井さんの

・登場人物は誰か。主人公は誰か。 性格や，題名の意味，不思議な

・場面に分けると，いくつに分けられるか。 お客さんの正体，夏みかんに象

◇主人公の松井さんは，どんな性格か。 徴されているものをとらえるた

・松井さんの性格が分かる叙述を取り出そう。 めの叙述を取り出させる。

・取り出した叙述から，性格をとらえよう。 ◇松井さんは，どんな性格か。

◇「夏みかん」をタクシーに載せていたのか。 ・行動や会話の叙述を抜き出す→

・「夏みかん」にかかわる表現を抜き出そう。 行動や会話の叙述を根拠にし

◇不思議なお客さんである女の子の正体を考える て，どんな人柄かとらえる。

ために，女の子が現れたり消えたりした状況や ◇松井さんは，なぜ「夏みかん」

女の子の言動に関する叙述を抜き出す。 をタクシーに載せていたか。

◇女の子は，なぜ「菜の花横町」

へと行き先を告げたのか。

三(4) ○ 取り出した情報（叙述）を根拠として，作品を ◇ あなたは，ちょうの代わりに，

解釈し，自分の考えをまとめる。 白いぼうしの中に夏みかんを入

１ ◇ あなたは，逃がしたちょうの代わりに，白いぼ れた松井さんのアイディアに賛

うしの中に夏みかんを入れた松井さんのアイディ 成しますか，それとも別のもの

アに賛成しますか，それとももっとよいアイデ を入れた方がよかったと思いま

ィアがあったと思いますか。 すか。

・決められた立場に立って，根拠となりそうな叙 ・立場を限定して（松井さん，男

述を作品全体から抜き出させる。（付箋に書く。） の子，不思議な女の子）考えさ

・叙述を関連付けたり，比較したりしながら，発 せる。

問に対する自分の考えを書く。 ・自分の考えの根拠となりそうな

叙述を抜き出させる。

本時 ・同じ立場の人同士のグループ（４～５人）で，

「グループ話し合いマップ」を用いて話し合い，

グループでなるべく一つの考えにまとめる。 ・全体の話し合いでは，教師が推

・３つの立場の意見を出し合い，全体で「本当に 進役となり，３つの異なる立場

よかったのか，別の方法がよいのか。」について の相違点や共通点を踏まえ，ま

話し合う。 たそれらの根拠に着目させなが



・話し合った後の自分の考えを，「松井さん」「ち ら話し合いを深めていく。

ょう」「男の子」という３つの言葉から２つを選

んで，書き表す。（本時）

２ ○ 自分たちで考え合いたい疑問を出し合い，同じ

疑問を選んだ者同士で，叙述を根拠として話し合 ・全体でまだ不思議なので話し合

う。 いたい疑問をいくつか出させ

◇ 作者はなぜ題名を「白いぼうし」にしたのか。 る。（左のような）その中で，

◇ 物語の始まりと終わりに「夏みかんのにおい」 一つ，自分で考えたい疑問を選

が書いてあるのはなぜか。 び，前時でやったように自分の

◇ 「よかったね。」「よかったよ」……という声 考えとする根拠を抜き出し，そ

は本当に聞こえたのか。 れをもとに，「グループ話し合

◇ 男の子は，ぼうしを開けた後どうしたか。 いマップ」を用いて，グループ

毎で話し合いをさせる。

四(6) ○ 松井さんの性格を踏まえながら，松井さんとお ・市の公共図書館からシリーズの

客さんの関係，題名に着目しながら，「車のいろは 本を集める。

空のいろ」シリーズの他作品を読み，「作品読み取 ・作品リストを準備する。

りマップ」を完成させていく。

・シリーズを読み進める目的と方法をつかむ。

・作品を読む。（複数）

○ 作品を一つ選び，グループで「作品読み取りマ

ップ」を基に，作品について共通理解をする。そ

の後に，作品の中で「不思議」「疑問」があり，話

し合いたいテーマを決め，グループで話し合う。

○ 「白いぼうし」と「○○○○」（他作品）を比べ

て，「松井さんとはこんな人！」「松井さんのタク

シーに乗るお客さん」，「題名の意味」からテーマ ・一人一人が書いたものを紹介し

を選び，読み取ったことや自分の考えを，叙述を 合ったり，読み合ったりする。

基にまとめる。

７ 本時の指導

(1) 本時のねらい（８／16時間目）

○ 主人公の行動はよかったのかどうか，複数の叙述を関連付けて自分の考えをまとめること

ができる。

○ 自分の立場と同じ立場の人や異なる立場の人との考えを比較しながら，共通点や相違点を

大事にして，主人公の行動について話し合うことができる。

(2) 本時の構想

① 前時で，立場を限定して，自分の考えの根拠となる叙述を作品全体から「読み取りマップ」

に書き抜いておかせる。

・「白いぼうし」の中に「夏みかん」を入れた松井さんの行動の適否を考える発問の根拠と

なる叙述は，前述したように作品全体にあり，その数もかなり多い。子どもたちが，一問

一答のように一つの根拠を見付けて満足し，そこから短絡的に自分の考えを作るのではな

く，複数の根拠を作品全体から探し，またそれらを関連付けて自分の考えを決定していく



ためには，十分な時間を確保する必要がある。そこで，「松井さん」，「男の子」，「ちょう」

から一つの立場を決めることと，それに基づいて根拠を探したり自分の考えをまとめたり

する時間は，前時に設定する。

・「作品読み取りマップ」というワークシートを用いる。根拠となる叙述は，「グループ

マップ」に移せるように付箋に書かせて貼らせておく。

＜作品読み取りマップ＞ 男の子 の立場

叙述 叙述

発問

叙述

自分の考え

② 「グループ話し合いマップ」を用い，同じ立場に限定したグループで考えをまとめさせる。

・「５指導の構想の(4)」に記載した方法でグループの話し合いの方法を用いて，４～５人の

グループで 10 分間話し合う。

・前時に決めた「松井さん」グループ，「男の子」グループ，「ちょう」グループというよ

うに同じ立場同士で話し合う。自分の根拠と友達の根拠の相違点を確認し合ったり，複数

の根拠から考えをまとめたりすることをねらっている。

＜グループ の立場＜ グループ＞

話し合い 理由や考え

マップ＞ 本物のちょうを

理由や 楽しみにしていた 叙述 異なる叙述は，場所を

考え 発問 変えて貼る。

叙述

同じ叙述 叙述 叙述

は固める 関連できるか

考えさせる。

③ 全体での話し合いは３つの立場から出された考えの共通点や相違点を整理しながら，そ

れらを関連付けて，松井さんの行動はよかったのか，もっとよい方法があったのかを話し合

わせる。

・３つの立場の代表グループが発表した後，他のグループから関連することや付け加えるこ

とを発表させる。

・教師が，話し合いの推進役となり，「もし○○だったら」と別の立場に立たせたり，複数

の考えを関連させたりしながら，話し合いを深めていく。

・「グループ話し合いマップ」を，話し合いを推進していくときの手掛かりとする。

④ 話し合いの後で，異なる３つの立場を表す言葉（「松井さん」「男の子」「ちょう」）から

２つ以上の言葉を入れるという条件を設定し，松井さんの行動の適否についての自分の考え

を書いてまとめさせる。

・立場を複数入れるという条件を設定することで，本時の話し合いを踏まえて，比較したり



関連させたりしながら一人一人が自分の考えをまとめていこうとすると考えた。

(3) 本時の展開

教師の働き掛け 学習活動と予想される反応 ◇評価・留意点

指示 前時の確認をする。 ・「男の子」「ちょう」「松井さん」とい

・自分の立場 う３つの立場のどれかを確認する。

発問

松井さんが白いぼうしの中に夏みかんを入れたアイディアに賛成しますか。それとも

もっとよいアイディアがあったと思いますか。

説明 これから 10 分間，グループ ・時間を確認する。

内で，発問に対して，根拠や理

由を大事にしながら話し合い， ・「話し合いマップ」

グループで考えを一つにまとめ ・話し合いの手順や，司会者，記録者 にまとめる手立て

てもらいます。 を確認する。 や話し合いの方法

グループでの話し合いの手順 ・グループ話し合いマップを準備する。 を確認する。

は，この通りです。

１ 記録者と司会者，発表順序の確認をする。

２ 一人が発表する。必ず，何と何を根拠にして，どのように考えたかを話す。

３ 記録者は，根拠の紙を貼ったり，考えと理由のキーワードをマップに書く。

４ 隣の人は必ず質問をする。

５ 進行役は，他の人からも質問を聞く。

６ 次々発表していく。 ここまでで

７ 根拠や理由に着目して，自分たちの考えをまとめる。 （７分）。

指示 グループごとに 10 分間話し 男の子グループ ・グループでの話し

合いましょう。（10 分間） ・反対。ちょうちょが入っていると思って喜ん 合いが進まないと

で戻ってきたのに，夏みかんが入っていたら ころに教師は支援

がっかりすると思う。だって，「新しい虫取 に入る。

りあみ」を持ってお母さんをぐいぐい引っぱ

ってきていると書いてあるから。

・反対。まず，驚くと思う。「まほうの夏みか

んと思うかな」と松井さんも言っているよう

に，不思議な気持ちでいっぱいになると思う。

・反対。だから，ちょうちょじゃなくちゃだめ

だと思う。

ちょうグループ

・賛成。「よかったね。」「よかったよ。」て言っ

ているのだから，ちょうちょを逃がしてよか ◇評価

った。 ・自分の考えを根拠

・でも，夏みかんでいいかな？男の子は不思議 とする叙述を複数

に思うかも。 挙げながら，グル

松井さんグループ ープの仲間に伝え

・賛成。男の子の大事なちょうを逃がしちゃっ られたか？

たんだから代わりに，自分の大切な夏みかん （発言，グループ話



を入れたから，気持ちが伝わると思う。 し合いマップ）

・別のちょうをつかまえるのは？

・お客さんが乗っているから無理なんじゃない

かな。

指示 グループの見解を全体で発表 ・「松井さん」グループ発表 ・各３班ずつある

してもらいます。 ・「男の子」グループ発表 が，代表グループ

・「ちょう」グループ発表 に発表させる。

発問

松井さんが白いぼうしの中に夏みかんを入れたアイディアに賛成しますか。それともも

っとよいアイディアがあったと思いますか。自分の立場と異なる立場の考えを，その理由

や根拠に着目しながら比べて，もう一度考えてみよう。

・男の子グループは，別のちょうを ・結局，別の仲間のちょうがつかまえ ・教師が推進役と

つかまえた方がよいと言っていた られてしまうので，ちょうは絶対に なる。

けれど，ちょうグループの人どう よくない。

ですか？

・ちょうグループの意見を聞いて， ・男の子にとってはちょうがいいんだ

男の子グループの人たち，どうし けどな。でも……。

たらよいと思いますか。 ・やっぱり夏みかんがいい。

・松井さんグループはどうですか？ ・でも，夏みかんじゃ男の子が不思議

（15 分） に思うよ。

指示 話し合いを踏まえて，今の自 ・仮定「もし○○を

分の考えを書いてください。 ・男の子は新しい水色の虫取りあみを 入れたら」や，比

＜条件＞ もってお母さんをひっぱってきたく 較「○○と△△の

・賛成かどうかを明確にする。 らい「本物のちょう」を楽しみにし 考えを比べたら」

・「松井さん」「男の子」「ちょう」 ていたけれど，もし松井さんが別の という型を使うと

という言葉から最低２つを入れ ちょうをつかまえてぼうしの中に入 よいことを教え

る。 れたら，また別のちょうの仲間が悲 る。

・根拠とする叙述を入れる。 しむと思う。だから，松井さんの大 ◇決められた条件に

（10 分間） 切な夏みかんでよかったと思う。で 従って自分の考え

も，男の子は何か分からないから， を書けたか。

メモを一緒に入れればよいと思う。

(4) 本時の評価

○ 複数の根拠を関係付けて，異なる立場の考えを比較して自分の考えをまとめることがで

きたか。（話し合いの様子，終末のワークシート）

○ 互いの考えの共通点と相違点を踏まえながら，友達の考えに質問をしたり，意見を言っ

たりすることができたか。（グループ話し合いの様子，グループ話し合いマップ，全体での

話し合いの様子）


