「私のタンポポ研究」
文章と資料を結び付けるなどし、必要な情報を取
り出して要約したり、事実と考えとの関係を捉えた
りする。

「
町の幸福論―コミュニティデザインを考える」
複数の資料を読み、必要な情報を関連付けなが
ら、それらを目的に応じて活用する。

「
和の文化を受けつぐ」
文章と資料を結びつけるなどして必要な情報を
見付けたり、論の進め方について考えたりすること
ができる。

「くらしの中の和と洋」
何をどのように比べているかを読み取り、比較の仕
方を意識して、調べたことをまとめることができる。
「
パラリンピックが目指すもの」
目的を意識して、中心となる語や文を見付けなが
ら読み、書かれていることを要約する事ができる。
「
ビーバーの大工事」
動物について書かれた本や文章などを読み、文章
の中の重要な語や文を考えて選び出し、分かったこ
となどを紹介することができる。
「いろいろなふね」
事柄の順序などを考えながら、内容の大体を捉え、
文章の中の重要な語や文を考えて選び出すことがで
きる。

「
資料を見て考えたことを話そう」
自分の考えが明確に伝わるように、話の構成を考
え、資料と関係付けて話すことができる。

「
町の幸福論―コミュニティデザインを考える」
自分の考えを伝えるために、構成を工夫したり
資料を活用したりするなどの工夫をして発表する
ことができる。

「
中心を明確にして話そう『
似ている言葉』
スピーチ」
話の中心を明確にして、構成を考え、聞き手の反応
を見ながら分かりやすい話し方を工夫することができ
る。

中１

６年

「
聞いてほしいな、心に残っている出来事」
自分の感じたことが聞き手に伝わるように、言葉の
抑揚や強弱、間の取り方などを工夫して話すことがで
きる。

５年

「
外国のことをしょうかいしよう」
グループで調べたことを、聞き手に伝わるよう
に、話の組み立てを考え、話し方を工夫することが
できる。

４年

２年

「
小学校のことをしょうかいしよう」
伝えたい事柄や相手に応じて、声の大きさ速さな
どを工夫している。

「
すきな場所を教えよう」
伝えたい事柄や相手に応じて、声の大きさや速さ
を工夫している。

３年

１年

中１
６年
５年
４年

３年
２年
１年

Ｃ 読むこと⑴ウ
２ 単元の系統性

国語科学習指導案
第６学年

令和３年 11 月 17 日（水）第５校時
いの町立枝川小学校 ６年１組 児童数 23 名
指導者 稲垣 真治
【研究主題】生き生きと学び，表現する子どもの育成

～「見方・考え方」を働かせて，思考を深める国語科の授業づくり～

１ 単元名 「いの町の未来を、いの町長にプレゼンしよう！」
教材名 「町の幸福論―コミュニティデザインを考える」
（新しい国語六 東京書籍）

Ａ 話すこと・聞くこと⑴ウ

３ 単元の構想（全 13 時間）
（１）単元の目標
知識及び技能

思考力，判断力，表現力等
話すこと・聞くこと

①情報と情報との関係付
けの仕方、図などによる
語句と語句との関係の
表し方を理解し使うこと
ができる。
(2)イ

①資料を活用するなどし
て、自分の考えが伝わ
るように表現を工夫す
ることができる。
A(1)ウ
②目的や意図に応じて、
日常生活の中から話題
を決め、集めた材料を
分類したり関係付けた
りして、伝え合う内容
を検討することができ
る。
A(1)ア

学びに向かう力，人間性等

読むこと
①目的に応じて，文章
と図表などを結び付
けるなどして必要な
情報を見付けたり，
論の進め方について
考えたりすることが
できる。
C(1)ウ

①言葉が持つよさを認
識するとともに，進ん
で読書をし，国語の
大切さを自覚して思
いや考えを伝え合お
うとする。

（２）単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現
話すこと・聞くこと

①情報と情報の関係付け
の仕方，図などによる語
句と語句との関係の表し
方を理解し使っている。
(2)イ

①「話すこと・聞くこ
と」において，資料を
活用するなどして，自
分の考えが伝わるよう
に表現を工夫してい
る。
A(1)ウ
②「話すこと・聞くこ
と」において目的や意図
に応じて，日常生活の中
から話題を決め，集めた
材料を分類したり関係付
けたりして，伝え合う内
容を検討している。
A(1)ア

主体的に学習に
読むこと

①「読むこと」におい
て，目的に応じて，文
章と図表などを結び付
けるなどして必要な情
報を見付けたり，論の
進め方について考えた
りしている。
C(1)ウ

取り組む態度
①学習課題を明確に
し、学習の見通し
をもって、粘り強
く必要な情報を見
付けたり、積極的
に表現を工夫した
りしながら、いの
長の未来について
考えたことに対し
てプレゼンテーシ
ョンをしようとし
ている。

（３）

児童の実態

① 学力調査等に関する実態

② 学びに向かう力・人間性等に関する実態

◆令和 3 年度全国学力状況調査結果（６年）
国語科平均正答率
〇％（全国平均〇％）

◆国語アンケート（５月結果）
・国語が好きだ ７３％
・授業がよくわかる ９１％
・発表で伝わるように工夫している

児童は，
「読むこと」においては，前学年の
「和の文化を受けつぐ」の学習において，情報
活用の系統に位置づき，必要な情報を見つけ，
情報と資料の関連付けを行ってきた。また，
「話
すこと・聞くこと」においては，前学年の「資
料を見て考えたことを話そう」の学習におい
て，考えが明確に伝わるように話すために，資
料と関連付けて話すことも行ってきた。
本学級の児童は、自分の考えを伝えることが
できるものの、考えの根拠を伝える力や、資料
と情報を関連付けて発表するには個々の差が見
られる。よって、本単元では、自分の考えに対
し、どうしてそう考えたかという根拠を添える
ことをしていき，情報と資料を関連付けていく
ことを意識させて，図表などを用いて説明する
方法やその効果を指導していきたい。

本単元においては、２次で，資料には，どん
な効果があるのか，情報と資料の関係付けがあ
る構成を考えることでプレゼンテーションに説
得力が増すことを捉えさせる。３次では，どの
ような資料を選ぶのか、文章と照らし合わせて
必要な資料を使うことを捉えさせる。４次で
は，実際に文章の構成から資料選びなどをグル
ープで協力して行う。５次では，国語科で学ん
だことを生かし，総合的な学習との関連で、い
の町の未来についてのプレゼンテーションの作
成に取り組む。２，３，４次で働かせてきた見
方・考え方を発揮しながら、資料や図表を選ん
で，情報と関連付けて構成を考えることができ
るようにしたい。プレゼンテーション作成の際
には，Chromebook を活用し ICT を使う活動を取
り入れていく。

※「学力調査に関する実態」は省略

（４）他教科・領域との関連
総合的な学習の時間

国語科

解決に向けた学び
解決策のプレゼン
方法の検討
提示資料の作成、

地域の未来と自分の将来
について考えよう

論』内容より、課題

いの町の未来を、いの
町長にプレゼンしよう！

説明文『町の幸福

８２％

いの町の現状、
課題の把握
課題解決に向けた
資料の収集、分析
解決策の検討、
報告

推敲
情報と資料を関係づけて活用する力の向上

（５）単元の指導計画
◇学習の流れ
第一次①

言語活動

〇単元の学習の見通しを立てる。
⑴総合の学習との関連で、いの町の未
来についていの町長に提案するた
め，プレゼンテーションづくりをす
るという見通しをもつ。教師作成の
ものや教科書を読み、プレゼンテー
ションとは何かを捉える。

第二次④

⑵教材文を読み，文章の構成と文章の要
旨を捉える。
⑶３つの事例のうちの１・２の内容を読
み取り，資料の効果について考える。
⑷３つの事例のうちの３の内容を読み取
り，資料の効果について考える。
⑸筆者の主張をもとに町の未来について
自分の考えをもつ。

第三次③

〇町づくりについて調べて，提案を考
える。
自分の考える町づくりを提案するため
の資料を集める。（総合の時間で扱う）
⑹集めた情報を分類したり関係付けたり
して，提案の内容を考える。
⑺⑻話の内容が明確になるように構成を
考える。

第四次④

〇プレゼンテーションして発表し合い，
意見を交流する。
⑼よりよいプレゼンテーションにするた
めに適切な言葉や資料の使い方などに
ついて考える。（本時）
⑽提案のよさが伝わる話し方の工夫と説
得力のある話し方を考える。
⑾⑿提案のよさが伝わるように聞き手を
意識してプレゼンテーションの練習を
する。

第五次①

図表や資料を活用するなどして、自分が考える町づくりについてのプレゼンテーションを作り、いの町長に提案する。

〇いの町の未来を分かりやすく提案す
るために教材文を読み，筆者の論の
進め方，町づくりの考え方を知り，
自分たちの町について考える。

○出来上がったプレゼンテーションを
いの町長に紹介する。
自分が考える町づくりについてのプレゼ
ンテーションを作り，いの町長に紹介す
る。
（総合の時間で扱う）
⒀これまでの学習を振り返る。

◇見方・考え方を働
かせた子どもの姿

評価規準
評価方法

（1）ぼくたちが考えた「いの町の未
来」を説得力をもって伝えるには、
どんな伝え方をすればいいのかな。

（2）本論が２つあるね。本論①に事
例が２つ，本論②に事例が１つある
よ。筆者は，住民が主体的に町作り
に取り組むこと，未来のイメージを
持つことが必要だと言っているのか
な。
（3）表とグラフがあることで，徐々
に来園者数が増え，地域の住民が主
体的に取り組みだしたことが分かる
ね。
（4）筆者はバックキャスティングの
説明が図でさらに分かりやすく説明
できている。写真も町の様子が分か
りやすい。

［知識・技能①］
ノート・発言
・情報と情報の関係付
けの仕方を理解して
いるかの確認③④

［思考・判断・表現①］
ノート・発言
・目的に応じて,文章と
図表などを結び付ける
などして必要な情報を
見付けたり,論の進め
方について考えたりし
ているかの確認③④⑤

(5)一人一人が安心して暮らせる町
にして、幸せを感じられる町にして
いきたい。

［知識・技能①］
ノート・発言
・情報と情報の関係付
けの仕方を理解して
いるかの確認⑥

（6）集めた情報は思考ツールを
使って整理すると分かりやす
いね。

［思考・判断・表現②］
ノート・発言
・目的や意図に応じて，
日常生活の中から話題
を決め，集めた材料を
分類したり関係付けた
りして，伝え合う内容
を検討しているかの確
認⑥

（7,8）自分たちが提案するいの
町について分かりやすく伝え
るためにどんな構成にすれば
いいかな。

（9）分かりやすく伝えるため
には情報と資料を関係づけ
るといいね。言葉もこうい
う言葉を使えばいいんじゃ
ないかな。
（10）はっきり・簡単・ゆっ
くり話して，問いも入れて
いって興味を引き出そう。
ジェスチャーや強調したい
ところは示すといいね。
（11．12）聞き手の反応を確
かめて，意図が伝わるよう
に資料や言葉を使おう。

（13）聞き手が聞きやすいよう
な言葉を選ぶことも大切だけ
ど,情報と資料を関係付けて説
明することも大切だね。

［思考・判断・表現①］
ワークシート・発言
・自分の考えや伝えたい
ことが伝わるように情
報と資料を活用して提
案することができてい
るのかの確認⑨⑩⑪

［主体的に学習に取り組
む態度①］
観察・ノート
・自分が作ったプレゼン
テーションについて情
報と資料を関係付けて
説明することができて
いるかの確認⑬

【単元でつけたい力】

図表や資料を活用するなどして，自分の考えが伝わるように表現する力
４ 本時の指導（４／７）
【身に付けた力の活用】
いの町長にいの町の未来の町づくりを紹介するためのプレゼンテーションを作る。

