
令和2年度版『ひろがる言葉 小学国語　三・四年』複式学級年間指導計画（案) 教育出版　2019年10月

単元・教材のねらいと，「学習指導要領」に示された「指導事項」「言語活動例」から，あてはまるものを表示した。

△知識・技能　　思考・判断・表現(◇話すこと・聞くこと　　■書くこと　　□読むこと)　　☆他教科との関連

月

（時数）
三年 四年

巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

4(14) 上 ことばに親しもう

「じこしょうかいビンゴ

ゲーム」をしよう

2(◇2) ◇「じこしょうかいビンゴゲーム」を通し

て，自身のことを紹介し合う。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

◇目的を意識して，日常生活の中から話題を

決め，集めた材料を比較したり分類したりし

て，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

◇質問するなどして情報を集めたり，それら

を発表したりする活動。

○「自己紹介ビンゴゲーム」を通して，互

いを知り合うという学習の見通しをもつ。

○好きなものや得意なことをカードのマス

目に書く。

○さまざまな形態でカードを使って，ビン

ゴゲームをする。

○別の話題でビンゴゲームをし，友達が考

えた別の言葉にはどんなものがあるか確か

め合い，交流する。

○学習を振り返る。

＊発展として四年生のゲームの要素を加

え，一緒に取り組む。

上 言葉に親しもう

わたしは，だあれ

2(◇2) ◇自分の知りたいことを明確にして，質問を

する。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇必要なことを記録したり質問したりしなが

ら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞き

たいことの中心を捉え，自分の考えをもつこ

と。

◇質問するなどして情報を集めたり，それら

を発表したりする活動。

○質問し合いながら，自分のカードに書い

てある名前をあてるという学習の見通しを

もつ。

○物の名前をカードに書き，グループで

カードを交換する。

○カードを確かめ，相手に渡し，カードに

書かれた名前をあてる。

○質問やヒントを出し合いながら伝え合う

おもしろさや難しさを振り返る。

上 かえるのぴょん 2 □姿や様子をイメージしながら，工夫して音

読する。

△文章全体の内容や構成の大体を意識しなが

ら音読すること。

□登場人物の行動や気持ちなどについて，叙

述をもとに捉えること。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○各連で，それぞれをどのように跳び越え

たのかを考えながら，「ぴょん」の読み方

を工夫して音読する。

○グループなどに分かれて，動作化やせり

ふなどを工夫して音読する。

＊二学年合わせての音読発表会を行い，お

互いの感想を述べ合うようにする。

上 春のうた

あり

2 □言葉の響きに気をつけながら，工夫して音

読する。

△文章全体の内容や構成の大体を意識しなが

ら音読すること。

□登場人物の気持ちの変化や性格，情景につ

いて，場面の移り変わりと結びつけて具体的

に想像すること。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○繰り返し音読し，それぞれの「ケルルン

クック。」の読み方を話し合う。

○読み方を工夫しながら音読する。

○「あり」→「ありっこないさ」の音の連

鎖と繰り返しを楽しみながら音読する。

○「ありっこないあり」の姿を，頭の中に

イメージを描いて音読を楽しむ。

＊二学年合わせての音読発表会を行い，お

互いの感想を述べ合うようにする。
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上 一 ばめんのつながりに

気をつけて読もう

白い花びら

9(■２) □登場人物の行動や気持ちを思い浮かべなが

ら読み，物語の続きを予想する。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。□場面の移

り変わりや登場人物の行動，気持ちの変化な

どについて，叙述をもとに捉えること。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○全文を読み，初読の感想を書く。

○場面ごとに，ゆうた・かずき・女の子の

行動や気持ちを読む。

○ゆうたは女の子にまた会えると思うか，

自分の考えをもとに話し合う。

○気に入った言葉や表現を紹介し合う。

○学習を振り返る。

＊四年生に気に入った言葉や表現をもとに

登場人物を紹介する。

上 一 場面の様子や，登場

人物の気持ちを想像しな

がら読もう

白いぼうし

９(■３) □松井さんの行動や気持ちを考えながら読

み，松井さんになって，「この日」のできご

とを日記に書く。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

□場面の移り変わりや登場人物の行動，気持

ちの変化などについて，叙述をもとに捉える

こと。

□登場人物の気持ちの変化や性格，情景につ

いて，場面の移り変わりと結びつけて具体的

に想像すること。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○全体を四つの場面に分け，それぞれの場

面で松井さんが出会った人や，もの・こと

をノートなどに整理する。

○作品の特徴である，においや色を表す言

葉を見つけ，その言葉と場面の様子や人物

の気持ちとのつながりを考えて話し合う。

○登場人物の中で，特に気になった人物に

ついて考えや感想をもち，話し合う。

○松井さんになったつもりで，「この日」

のできごとを日記に書く。

○学習を振り返る。

＊三年生に日記をもとに登場人物について

紹介する。

上 「発見ノート」を作ろう ３(■３) ■毎日の生活の中での発見や不思議に思った

ことなどを「発見ノート」に書く。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書きたいことを選び，集

めた材料を比較したり分類したりして，伝え

たいことを明確にする。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○「発見ノート」に書く内容を理解し，学

習の見通しをもつ。

○具体的な書き方を理解し，身のまわりを

取材して発見したことを「発見ノート」に

書く。

○集めたものを並べ直す。

○書いた内容を確認し，一枚を完成させた

ら，同じ要領で複数のノートを作る。

○友達とノートを交換し，お互いのノート

を読み合って気づいたことなどを話し合

う。

○学習を振り返る。

＊教室に掲示し，見合えるようにする。ま

た，表現のよさをまとめて掲示し，参考に

できるようにする。

上 ぴったりの言葉，見つけ

よう

３(■３) ■心が動いたできごとを，短い文章で表現す

る。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○学習の流れを知り，見通しをもつ。

○最近のできごとを振り返り，心が動いた

できごとを思いつくだけ書き出す。

○思いついたものの中から，一つを選ぶ。

○その時の心の様子を，「うれしかった」

「悲しかった」などの言葉を使わずに言い

表す。

○五，六文ぐらいの短い文章で書く。

○どうして心が動いたのか話し合う。

○友達の意見を聞いて，文章を直したり，

書き加えたりする。

○書きためた文章を読み返し，学習を振り

返る。

○時間に余裕があれば，友達とお互いの文

章を交流することで，心が動いた瞬間につ

いてさまざまな表現の仕方があることを知

る。

＊三年生の「発見ノート」とともに教室に

掲示し，見合えるようにする。また，表現

のよさをまとめて掲示し，参考にできるよ

うにする。
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5(20) 上 国語辞典の引き方 2 △国語辞典の引き方を理解し，辞典を活用す

る。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○教材文を読み，国語辞典の引き方を知

る。

○見出し語には出ていない言葉をどう調べ

ればいいか見当をつける。

○二つの意味を合わせて言葉を理解するこ

とを確認する。

○辞典によって，並び方のきまりなどが違

うことを知り，自分が使う辞典のきまりに

従って引く。

○並び方のきまりに気をつけて語句などを

国語辞典で調べて，発表し合う。

○学習を振り返る。

上 漢字辞典の引き方 2 △漢字辞典の引き方を理解し，活用する。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

○学習の見通しをもつ。

○教材文を読み，漢字辞典の引き方を理解

する。

○手がかりによって，どの索引を活用すれ

ばよいかを理解する。

○設問に従って，部首索引・総画索引・音

訓索引を活用して漢字を調べる。

○学習を振り返る。

上 二 すじみちを立てて発

表しよう

たからものをしょうかい

しよう

６(◇６) ◇中心点をはっきりさせたり，理由を添えた

りして自分の宝物を紹介し，友達の意見や感

想をもとによりよい発表にする。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

◇相手を意識して，話の中心が明確になるよ

うに理由や事例などをあげながら，話の構成

を考えること。

◇話の中心が伝わるように，場面を意識して

言葉の抑揚や強弱，間の取り方などを工夫す

ること。

◇説明や報告など，調べたことを話したり，

それらを聞いたりする活動。

○単元名やリード文を読み，学習の見通し

をもつ。

○全文を読んで，森本さんの発表が変わっ

たことに気づき，学習の見通しをもって｢

学習の進め方｣をもとに学習計画を立て

る。

○紹介する宝物を選ぶ。

○伝えたいことが伝わるように，組み立て

を考える。

○クラスで発表する。

○感想を伝え合う。

○大事なことをまとめ，学習を振り返る。

＊四年生にスピーチを聞いてもらい，内容

の感想や発表のよい点を伝えてもらう。

上 メモの取り方をくふうし

て聞こう

＊「ことばのまとめ」を

関連させて時数を調整す

る。

４(◇４) ◇相手の話の大切なことを落とさないよう

に，工夫してメモを取りながら話を聞く。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

◇必要なことを記録したり質問したりしなが

ら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞き

たいことの中心を捉え，自分の考えをもつこ

と。

◇説明や報告など調べたことを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

○校長先生や図書ボランティアの話を聞

き，聞き取りメモを作成するという学習内

容をつかみ，学習の見通しをもつ。

○メモを取りながら，お話を聞く。

○聞いた内容について，メモをもとに友達

と話し合う。

○自分が作るとしたらどんな言葉を選ぶか

を考え，伝える。

○メモを取りながらお話を聞く。

○聞いたことをメモをもとに発表し合う。

○学習を振り返る。

＊３年生のスピーチを聞いて，話の中心や

発表のよい点をメモし伝える。

上 聞いてさがそう ２(◇２) ◇大事なことは何かを考えて，メモを取りな

がら道順の説明を聞く。

◇必要なことを記録したり質問したりしなが

ら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞き

たいことの中心を捉えるとともに，話の内容

をもとに自分の考えをもつこと。

◇質問するなどして情報を集めたり，それら

を発表したりする活動。

○リード文を読み，大事なことをメモしな

がら聞くという学習の見通しをもつ。

○メモを取りながら話を聞き，どこに「り

す公園」があるのかを探す。

○「聞いて探そうクイズ」をする。

○「聞いて探そうクイズ」を出し合う。

○学習を振り返る。

＊４年生にメモの取り方をアドバイスして

もらう。
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上 漢字の広場　①

漢字学習ノート

2 △新しく学ぶ漢字や既習の漢字を使って漢字

学習ノートを作る。

△第三学年及び第四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。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「漢字学習ノート」にまとめる手順を理

解する。

○既習漢字の中の一字について，読み方・

意味・使い方などを調べ，短文を考えて，

「漢字学習ノート」に書き，まとめる。

○「漢字学習ノート」に書いた使い方と短

文をそれぞれ発表し合う。

○新出漢字について「漢字学習ノート」を

作り，発表し合う。

上 漢字の広場　①

漢字の部首

2 △漢字の部首について知り，漢字を覚えたり

使ったりするときに役立てる。

△漢字が，へんやつくりなどから構成されて

いることについて理解すること。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○共通している部分から，何に関係のある

漢字かを考える。

○設問を解きながら，部首と漢字の意味と

のつながりについて話し合う。

○設問に提示している漢字について，それ

ぞれの部首を考える。

○巻末の「漢字を学ぼう」を使って，同じ

部首の漢字を集める。

上 二年生で学んだ漢字　① ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，二年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○「木の下で，おべんとうを食べている人

がいます。」を参考にして，絵の中の様子

を文に書く。

○「木の下で，おべんとうを食べている人

がいます。」の続きの文を書く。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，誤りを正したりし，発表し合う。

○学習を振り返る。

上 三年生で学んだ漢字　① ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，三年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■書こうとしたことが明確になっているかな

ど，文章に対する感想や意見を伝え合い，自

分の文章のよいところを見つけること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○三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。

○作った文を互いに発表し合う。

○学習を振り返る。

上 三 だんらくの要点をつ

かもう

うめぼしのはたらき

2 □段落の要点に気をつけて読み，わかったこ

とや大事なことをまとめる。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

○脚注を読み，問いの文と答えの文，「中

心となる文」と「それを説明する文」を見

つける。

○サイドラインを引いた部分を短くまとめ

る。

○要点をまとめることについて理解する。

○学習を振り返る。

上 二 けっかとけつろんの

つながりをとらえよう

ぞうの重さを量る

2 □象の重さを量るという問題をつかむ過程や

解決する過程の考えの筋道を，叙述をおさえ

ながら読む。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

□段落相互の関係に着目しながら，考えとそ

れを支える理由や事例との関係などについ

て，叙述をもとに捉えること。

□記録や報告などの文章を読み，わかったこ

とや考えたことを，本文を引用しながら説明

したり意見を述べたりする活動。

○大きな重い物の重さをどのようにして

量っているのか，想像し話し合う。

○教材名や挿絵をもとに，象の重さをどの

ようにして量ったのか，話し合う。

○曹沖が象の重さを量った手順の一つ一つ

について，なぜそのようにしたのか話し合

う。

○曹沖が難しい問題をどのようにして解決

したのか，考えの筋道にふれながら説明す

る。

4



巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 めだか 10(■２) □段落相互の関係に着目しながら，考えと理

由，事例の関係などを叙述をもとに捉えるこ

と。

□目的を意識して，中心となる語や文を見つ

けて内容を要約すること。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□記録や報告などの文章を読み，文章の一部

を引用して，わかったことや考えたことを説

明したり，意見を述べたりする活動。

○単元名とリード文を読み，直前の教材で

学習したことを生かしながら，要点に気を

つけて読み，大事なことをまとめるという

学習の見通しをもつ。

○わかったことや，浮かんだ疑問を初読の

感想として書く。

○てびきに書かれた表をもとに，段落の要

点を書く。

＊要点のまとめ方について四年生にアドバ

イスをもらう。

○段落の要点をまとめる。

○「めだか」についてわかったことについ

てまとめる。

○書いた文章を友達と読み合う。

 ○学習全体を振り返る。

＊書いたものを発表し合い，お互いに感想

を述べ合う。

上 花を見つける手がかり １０(■３) □「もんしろちょうは何を手がかりに花を見

つけるか」という問題を解明していく一つ一

つの実験の結果とそこから引き出される結

論，実験を繰り返していく考えの筋道など

を，叙述をおさえながら読む。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

□段落相互の関係に着目しながら，考えとそ

れを支える理由や事例との関係などについ

て，叙述をもとに捉えること。

□目的を意識して，中心となる語や文を見つ

けて要約すること。

■書く内容の中心を明確にし，内容のまとま

りで段落をつくったり，段落相互の関係に注

意したりして，文章の構成を考えること。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□記録や報告などの文章を読み，わかったこ

とや考えたことを，本文を引用しながら説明

したり意見を述べたりする活動。

○段落分けや「始め・中・終わり」の構成

を確かめ，初読の感想をまとめる。

＊三年生の「めだか」の構成と比較する。

○文章の冒頭部分を読み，実験の筋道をた

どる。

○問題と実験からわかった事実，そこから

筆者が導き出した結論との関係に気をつけ

て文章を読む。

○実験の進め方や結論の出し方について話

し合う。

○児童が筆者とともに問題を追究している

ような，文章のおもしろさについて考え

る。

○学習を振り返る。

＊書いたものを発表し合い，お互いに感想

を述べ合う。三年生に対しては，要約につ

いてふれる。

6(23) 上 俳句に親しむ ４(■１) △俳句を声に出して読み，言葉のリズムにふ

れる。

△易しい文語調の短歌や俳句を音読したり暗

唱したりするなどして，言葉の響きやリズム

に親しむこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○学習のめあてをつかむ。

○俳句の特徴を知る。

○それぞれの句を，解説を読みながら，季

節の様子を想像して音読する。

○気に入った俳句を覚えて暗唱し，発表す

る。

○想像した句の情景や，その句を気に入っ

た理由などをカードに書いて，発表し合

う。

＊四年生の短歌と一緒に暗唱・音読発表会

を行う。

上 短歌の世界 ５(■２) △短歌を声に出して読み，言葉のリズムにふ

れる。

△易しい文語調の短歌や俳句を音読したり暗

唱したりするなどして，言葉の響きやリズム

に親しむこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○学習のめあてをつかむ。

○短歌の特徴を知る。

○解説を読みながら，それぞれの短歌の描

き出す情景や心情を想像して音読する。

○好きな短歌を選んで，書き写したり，感

想を書いたりする。

＊三年生の俳句と一緒に暗唱・音読発表会

を行う。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 きせつの言葉を集めよう １(■１) △俳句には「季語」が読み込まれていること

を知り，季節に関係する言葉を集める。

△長い間使われてきたことわざや慣用句，故

事成語などの意味を知り，使うこと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○教科書に例示した俳句の中にある「季

語」を指摘し，声に出して読む。

○「歳時記」などから，季節に関する言葉

を集めてノートに書く。

上 四 しりょうを集めて活

用しよう

本で調べよう

3 △本の仕組みやつくりを知り，それをもとに

知りたいことに応じた本を探して読み，必要

な事柄を「読書カード」に記録する。

△知りたい情報を見つけるための方法を知

り，それをもとに目的に応じた本を探して読

み，必要な事柄を「読書カード」に記録す

る。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。□目的を意

識して，中心となる語や文を見つけて内容を

要約すること。

□学校図書館などを利用し，事典や図鑑など

から情報を得て，わかったことなどをまとめ

て説明する活動。

○知りたいことを見つけるための方法を

使って，目的に応じた本を探して読み，

「読書カード」に記録するという学習内容

をつかみ，学習の見通しをもつ。

○目次・索引の役割や違いなど図鑑の構成

と使い方を知る。

○調べたいことを決め，目次・索引，前書

きなどの手がかりをもとに本を探して読

む。

○本を読んでわかったことや，本に関する

情報などを「読書カード」に記録し，友達

と読み合う。

＊二学年一緒に図書室に行き，それぞれの

学年で学習したことを確かめ，本を探して

読む。

上 分類をもとに本を見つけ

よう

3 △地域の図書館へ行き，「日本十進分類法」

を利用して本を探して読んだり，図書館の分

類の仕方を確かめたりする。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

△幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識

や情報を得ることに役立つことに気づくこ

と。

□目的を意識して，中心となる語や文を見つ

けて要約すること。

□学校図書館などを利用し，事典や図鑑など

から情報を得て，わかったことなどをまとめ

て説明する活動。

○分類記号を手がかりに本を探すという学

習内容をつかみ，学習の見通しをもつ。

○図書館の本の分類の仕方を知る。

○分類記号を手がかりに本を探す。

○分類記号を手がかりに，自分が読みたい

本を探して読む。

＊二学年一緒に図書室に行き，それぞれの

学年で学習したことを確かめ，本を探して

読む。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 クラスの「生き物ブッ

ク」を作ろう

１０(■１０) ■図や資料を使って，生き物の特徴を比べて

書く。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■書こうとすることの中心を明確にし，内容

のまとまりで段落を作ったり，段落相互の関

係に注意したりして，文章の構成を考えるこ

と。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，見通しをも

つ。

○調べたい生き物の特徴を探す。

○選んだ生き物と，比べてみたい生き物に

ついて調べ，メモに書く。

○書いたメモを並べて組み立て表を作り，

組み立て表を読み合い，見直す。

○文章を書く。

○文章を読み返す。

○友達と読み合う。

○今回の学習で学んだことを感想としてま

とめる。

＊書いたものを掲示し，互いにいつでも読

み合い，感想を伝え合ったり評価し合った

りできるようにする

上 三 伝わりやすい組み立

てを考えて書こう

リーフレットで知らせよ

う

１０(■１０) ■リーフレットの特徴を生かした組み立てを

考え，見学したことや調べたことを報告す

る。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

■書く内容の中心を明確にし，内容のまとま

りで段落を作ったり，段落相互の関係に注意

したりして，文章の構成を考えること。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■まちがいを正したり，相手や目的を意識し

た表現になっているかを確かめたりして，文

や文章を整えること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○「学習の進め方」を読み，何を誰に報告

するのかを考え，学習活動の見通しをも

つ。

○自分が調べたい課題を見つけ，見学して

きたことをもとに伝えたいことを決める。

○メモの中から取り上げたい項目を洗い出

し，伝えたいことが明確になるような構

成・配置を考える。

○ グラフや図，写真などを整理したり，そ

れぞれの項目と関連づけたりし，リーフ

レットの組み立てを考える。

○リーフレットを作り，読み返す。

○学習を振り返る。

＊書いたものを掲示し，互いにいつでも読

み合い，感想を伝え合ったり評価し合った

りできるようにする。

7(14) 上 漢字の広場　②

漢字の音と訓

2 △漢字の音と訓について理解する。

△第三学年及び第四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。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○漢字には，音と訓の読み方があることを

知り，その違いを比べる。

○「漢字を学ぼう」の表を使って，これま

でに学んだ漢字の音と訓を確かめる。

○同じ表記でありながら異なる読みをもつ

語のそれぞれの読み方を確かめ，語感の違

いを話し合う。

○字順が相反する二字熟語のそれぞれの読

み方を確かめ，語感の違いを話し合う。

○それぞれの意味の違いを話し合い，国語

辞典で意味を調べ，確認する。

上 漢字の広場　②

漢字の音を表す部分

2 △形声文字における部首と音符について知

り，漢字を覚えたり使ったりするときに役立

てる。

△漢字が，へんやつくりなどから構成されて

いることについて理解すること。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○例示する漢字の部首と音を表す部分が，

それぞれ「へん」や「つくり」など構成要

素のどの位置にあるかを確かめ，話し合

う。

○漢字辞典の音訓索引を使い，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。

○音を表す部分の中には，文字によって音

が違うものがあることを知る。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 二年生で学んだ漢字　② ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，二年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○絵の中の言葉を使って，絵に描かれてい

る様子を説明する二文以上が続く文を書

く。

○絵の中の言葉を三つ以上使って，二文以

上が続く文章を書く。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。

上 三年生で学んだ漢字　② ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，三年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○三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。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。

上 五 登場人物のせいかく

を考えながら読もう

のらねこ

９(■２) △様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

□場面の移り変わりや登場人物の行動，気持

ちの変化などについて，叙述をもとに捉える

こと。

□場面の移り変わりと結びつけて，登場人物

の性格や気持ちの変化，情景について具体的

に思い描くこと。

□文章などを読んで感じたことや考えたこと

を共有し，一人一人の感じ方などに違いがあ

ることに気づくこと。

■書こうとすることの中心を明確にし，内容

のまとまりで段落をつくったり，段落相互の

関係に注意したりして，文章の構成を考える

こと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○物語を読んで登場人物を確かめる。

○のらねことリョウの気持ちの移り変わり

を捉える。

○リョウとかいねこの様子を，のらねこは

屋根の上からどのような気持ちで見ている

と思うか，想像したことをもとに話し合

う。

○『のらねこ』を読んだ感想をノートに書

き，読み合う。

○学習を振り返る。

＊四年生に，叙述をもとに登場人物の性格

を紹介する。

上 四 登場人物のせいかく

や，気持ちを想像して読

もう

ぞろぞろ（落語）

９(◇２) □場面や人物の様子を想像しながら，落語を

音読したり，演じたりする。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

□場面の移り変わりや登場人物の行動，気持

ちの変化などについて，叙述をもとに捉える

こと。

□登場人物の気持ちの変化や性格，情景につ

いて，場面の移り変わりと結びつけて具体的

に想像すること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，感

想や考えをもつこと。

◇説明や報告など調べたことを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。□詩や物語などを

読み，内容を説明したり，考えたことなどを

伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○落語の特徴の一つである「繰り返し」に

着目したり，場面の様子や登場人物のやり

とりを想像して読み，落語のおもしろさを

実感する。

○会話から，場面の様子や登場人物のやり

とりを想像して読む。

○場面の展開をもとに，落語がいちばん盛

り上がるところを考えて，音読したり演じ

たりするときに生かす。

○好きな場面を選んで，音読したり，落語

のように演じたりする。

○学習を振り返る。

＊三年生に向けて登場人物の性格を工夫し

て表現しながら落語を披露する。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

9(26) 上 よく見て，話し合おう １(◇１) ◇写真をよく見て，気づいたことや考えたこ

とについてグループで話し合う。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇目的や進め方を確認し，司会などの役割を

果たしながら話し合い，互いの意見の共通点

や相違点に着目して，考えをまとめること。

◇互いの考えを伝えるなどして，グループや

学級全体で話し合う活動。

○写真を見て気づいたことや考えたことを

話し合うという学習の見通しをもつ。

○グループで話し合う写真を選ぶ。

○写真をよく見て，気づいたことをメモに

書く。

○写真の題名やキャッチフレーズを考え，

メモをもとに話し合う。

○学習を振り返る。

＊四年生に，考えたことについて聞いても

らったり，質問をしてもらったりする。

上 「夏の思い出」記者にな

ろう

１(◇１) ◇話し手がどんなことを伝えたいのかを考え

ながら，質問をする。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇必要なことを記録したり質問したりしなが

ら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞き

たいことの中心を捉え，自分の考えをもつこ

と。

◇説明や報告など調べたことを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

○夏休みの思い出を友達から聞き出す活動

をとおして，インタビューの仕方や聞くこ

との方法について学ぶという学習の見通し

をもつ。

○グループでインタビューをする。

〈インタビューの際のルール〉

・同じ質問はできない。

・答えにくいことには「ノーコメント」と

言う。

○うまく尋ねられたこと，もっと尋ね方を

かえたほうがよいところ，うまくできな

かったところなどを出し合い，改善の方法

を話し合う。

○尋ね方がよくなったところ，まだまだな

ところを確かめ，改善の方法を話し合う。

○ 相手に詳しく聞くことを目的に，役を交

代してさらにインタビューを行う。

○インタビューの仕方，話し方の工夫点な

どについて確かめ合う。

○学習を振り返る。

＊学んだことを生かして三年生が答えやす

いようなインタビューをしてみる。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 六　つたえたいことを

はっきりさせて書こう

取材して知らせよう

インタビューをしよう

10(◇2■8) ■◇取材を通してわかったことを，伝えたい

ことを明確にして報告文にまとめ，感謝やお

誘いの手紙を添えて送る。

■◇取材メモを上手に使って，組み立てを考

えながら調べたことを文章にまとめる。

△丁寧な言葉を使うとともに，敬体と常体と

の違いに注意しながら書くこと。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

◇必要なことを記録したり質問したりしなが

ら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞き

たいことの中心を捉え，自分の考えをもつこ

と。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■書こうとすることの中心を明確にし，内容

のまとまりで段落を作ったり，段落相互の関

係に注意したりして，文章の構成を考えるこ

と。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

◇質問するなどして情報を集めたり，それら

を発表したりする活動。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，見通しをも

つ。

○知りたいことをまとめて，「取材メモ」

を作り，調べる。

○「取材メモ」の中から，書く内容を選

ぶ。

＊「取材メモ」の中から，いちばん伝えた

いことを中心に選び出す。

○「取材メモ」をもとにし，文章の構成を

考える。

○報告文を書く。

○報告文を読み返す。

○書き上げた報告文を読み返して，必要な

ところは書き直して清書する。

○友達と読み合う。

○取材や「取材メモ」の書き方を振り返

り，他教科の学習（例えば社会科や総合的

な学習の時間など）にも生かしていく。

＊四年生の『新聞を作ろう』の学習と関連

させ，発表会を行う。また，取材に協力い

ただいた方に発表する。

上 ５(◇５) ◇写真は撮り方によって見る人に与える感じ

が異なることに気づき，写真や図を効果的に

用いて表現する。

◇伝えたいことをはっきりさせて，理由や事

例などをあげながら筋道を立てて話す。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

◇相手に伝わるように，理由や事例などをあ

げながら，話の中心が明確になるよう話の構

成を考えること。

◇話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑

揚や強弱，間の取り方などを工夫すること。

◇説明や報告など調べたことを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

○単元名やリード文を読み，いちばん伝え

たいことをどのようにして伝えたらよいか

について話し合い，学習の見通しをもち，

学習計画を立てる。

○話すための写真を選ぶ。

・四枚の写真を見て，写っているもの，写

真の撮り方の特徴を整理する。

○読み取ったことを整理し，組み立てを考

える。

・写真を見て気づいたことや想像したこと

をメモにまとめる。

・メモをもとに，話す構成を考える。

・北原さんの発表を参考にして，話す練習

をする。

・グループで聞き合い，感想や意見を交流

する。

○メモをもとに写真を見せながら発表す

る。

○自分や友達の発表を振り返る。

○学習を振り返る。

五　写真などの図のよさ

を知り，活用しよう

写真をもとに話そう
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 新聞を作ろう ５(■５) ■割り付けを工夫して，わかりやすい紙面の

新聞を作る。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■まちがいを正したり，相手や目的を意識し

た表現になっているかを確かめたりして，文

や文章を整えること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

○新聞の作り方を読んで作り方の流れを知

り，学習の見通しをもつ。

○知らせたいことを決め，調べる。

○記事を書くために取材をする。

○記事の割り付けを考える。

○記事を下書きし，読み返して清書する。

○新聞を読み合う。

○友達からの意見をもとに，自分たちの新

聞を読み返す。

＊三年生の報告文の学習と関連させ，発表

会をする。また，取材に協力いただいた方

に発表する。

上 手紙を書いてつたえよう ６(■６) ■手紙の書き方を知り，目的に合わせた手紙

を書く。

△丁寧な言葉を使うとともに，敬体と常体と

の違いに注意しながら書くこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■案内状や礼状を書くなど，伝えたいことを

手紙に書く活動。

○教材の学習の進め方を理解して見通しを

もち，手紙を書くことに興味をもつ。

○阿部さんの手紙を読んで，お礼の手紙の

書き方や書くときの工夫について考える。

○誰にどのようにお礼を伝えるのかを考え

ながら，手紙に書く事柄を決める。

○お礼の手紙の構成を考える。

○手紙・封筒の書き方を知り，相手や目的

に応じた手紙を書く。まちがいがないか読

み返す。

○下書きを読み合い，書き手の気持ちが伝

わる文章になっているかを確かめる。

○学習を振り返り，手紙のよさについて話

し合う。

上 いろいろな手紙を書こう ２(■２) ■手紙の書き方を知り，送る相手や伝える目

的に合わせて手紙を書く。

△丁寧な言葉を使うとともに，敬体と常体と

の違いに注意しながら書くこと。

■まちがいを正したり，相手や目的を意識し

た表現になっているかを確かめたりして，文

や文章を整えること。

■行事の案内やお礼の文章を書くなど，伝え

たいことを手紙に書く活動。

○教材の学習の進め方を理解して見通しを

もち，手紙を書くことに興味をもつ。

○山口さんの手紙を読んで，依頼の手紙の

書き方や書くときの工夫について考える。

○誰にどのようなお願いをするのかを考え

ながら，手紙に書く事柄を決める。

○構成を考えながら依頼の手紙の文章を書

いたり，まちがいがないか読み直したりす

る。

○案内のはがきや電子メールの書き方を知

り，相手や目的に応じた手紙を書く。

○案内のはがきの書式を理解し，手紙のよ

さについて話し合う。

上 修飾語 2 △文の中での修飾語のはたらきを理解する。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

○冒頭の会話文を通して，修飾語のはたら

きの違いに気づく。

○教材文を読み，修飾語とは何か，どのよ

うなはたらきの言葉かを理解する。

○設問に取り組み，修飾語を見つけたり，

修飾語の種類を見分けたりする。

○学習を振り返る。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 「月」のつく言葉 １(■１) △昔から「月」に対してさまざまな呼称が

あったことを知り，「月」に関係する言葉を

集める。

△易しい文語調の短歌や俳句を音読したり暗

唱したりするなどして，言葉の響きやリズム

に親しむこと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○教材文を読み，「月」の呼称について知

る。

○教材文末の言葉について国語辞典などで

調べたり，さらに「月」に関わるさまざま

な言葉や表現を調べてノートに書き，友達

と交流する。

上 漢字の広場　③

送りがな

2 △送り仮名は，漢字の読みや意味をはっきり

させるはたらきをもつことを理解し，漢字を

正しく使う。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「強まる」「強める」を含む文を読み比

べ，送り仮名の役割について考える。

○例示の言葉をいくつか使って短文を作

り，友達と読み合い，適切に送り仮名を書

いているかを確かめ合う。

○教科書に示されている他にも，「動きを

表す言葉」や「様子を表す言葉」を探し出

し，発表し合う。

○送り仮名を書き，気づいたことを話し合

う。

○送り仮名に注意して漢字で書く。

○同じ漢字でも送り仮名によって，読み方

や意味の違いを使い分けていることを知

り，正しく読む。

○送り仮名によって，読み方がかわる漢字

を集め，それらを使った短文を書き，発表

する。

上 漢字の広場　③

送りがなのつけ方

2 △送り仮名は，漢字の読みや意味をはっきり

させるはたらきをもつことを理解し，漢字を

正しく使う。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○言い方によって形が変わる言葉の送り仮

名を考える。

○送り仮名に着目し，常体を敬体にかえて

みて，話し合う。

○例文を常体と敬体，肯定と否定，現在形

と過去形などにそれぞれ書きかえ，送り仮

名を確認する。

○動詞として使われる漢字のうち，訓読み

が複数あるものを取り上げて，送り仮名に

よって読み方と意味を使い分けることにつ

いて習熟を図る。

○動詞として使われる漢字を集め，活用に

よって送り仮名がどうかわるかを調べ，発

表する。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 二年生で学んだ漢字　③ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，二年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○「元気に走り回ってみようと思いま

す。」を参考にして，外でやりたいことを

文に書く。

○外でやりたいことについて，絵の中の言

葉を三つ以上使い，二文以上が続く文章を

書く。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。

上 都道府県名に用いる漢字 １(■１) △都道府県名に用いる漢字などを使って文を

書く。

○都道府県名に用いる漢字について学ぶ。

○都道府県名を使って文を作り，発表し合

う。

上 三年生で学んだ漢字　③ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，三年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○三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。

○表現を改めたり，書きまちがいなどを正

したりして，書いた文を発表し合う。

○学習を振り返る。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

10(24) 上 七 場面のうつりかわり

に気をつけて読もう

わすれられないおくりも

の

９(■２) □場面の移り変わりや登場人物の行動，気持

ちの変化などについて，叙述をもとに捉え

る。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

□場面の移り変わりと結びつけて，登場人物

の性格や気持ちの変化，情景について具体的

に思い描くこと。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。□詩

や物語などを読み，内容を説明したり，考え

たことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○題名からどのようなことを考えたか，自

由に想像し自分の考えを発表するととも

に，全文を読んで初読の感想を書く。

○森の動物たちの，あなぐまとの思い出を

表に整理して発表する。

○あなぐまと森のみんなの心の動きを考え

る。

○あなぐまが死んでしまった場面と，物語

の終わりの場面で，もぐらの気持ちがどの

ように変化したか，比べて考えを話し合

う。

＊適宜「言葉」の学習を行う。

○他の動物たちは，あなぐまにどのような

お礼の言葉を言ったと思うか。森の動物た

ちにとって，「わすれられないおくりも

の」とはどのようなものだといえるか，話

し合う。

○他の動物たちの，あなぐまに対するお礼

の言葉を想像してノートに書き，読み合

う。

○学習を振り返る。

＊四年生と書いたものを発表し合い，意見

や感想を述べ合う。

上 六 場面の様子をくらべ

て読み，感想をまとめよ

う

一つの花

９(■２) □登場人物の思いを想像しながら，二つの場

面を比べて読み，読んだ感想を友達に伝え

る。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

□登場人物の気持ちの変化や性格，情景につ

いて，場面の移り変わりと結びつけて具体的

に想像すること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，感

想や考えをもつこと。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○登場人物や，作品で描かれている時代設

定などを確かめる。また，その中でどのよ

うなできごとが起こっていったのか，場面

の様子を大きく捉え，作品の全体像を把握

する。

○戦争中の場面について，お父さんとお母

さんの，ゆみ子に対する思いの違いを考え

て話し合う。

○戦争中と十年後の場面を比べながら，ゆ

み子の様子と，お父さんとお母さんの思い

を読む。

○それぞれの場面の内容についてノートに

まとめる。その時の，お父さんやお母さん

の願いや気持ちも想像する。

○題名の「一つの花」と，文章の中の「一

つだけのお花」や「コスモスのトンネル」

という言葉が，どのようなことを表してい

るか考え，話し合う。

○心に残った場面やできごとをはっきりさ

せ，この物語の感想文を書き，友達に伝え

る。

○学習を振り返る。

＊三年生と書いたものを発表し合い，意見
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

上 ローマ字 4 △ローマ字に興味をもち，ローマ字の書き方

について理解し，ローマ字に親しみをもち，

読めるようにする。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○「のばす音」「はねる音・つまる音」な

どの特殊な書き方について理解し，読める

ようにする。

○大文字・小文字で書くときのきまりを理

解する。

○ローマ字には書き方が二つあるものがあ

ることを知る。

○自分の身のまわりにあるローマ字に目を

向け，ローマ字を集めるなどして，意識す

る。

○学習を振り返る。

上 七 自由に想像を広げて

書こう

「ショートショート」を

書こう

６(■６) ■ 不 思 議 な 言 葉 を 作 り ， 想 像 を 広 げ て

「ショートショート」を書く。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書を読んで活動の流れを知り，学習

の見通しをもつ。

○不思議な言葉を作り，想像を広げる。

○設定や物語の展開を考える。

○想像を広げながら，「ショートショー

ト」を書く。

○友達と読み合い，感想を伝え合う。

○物語作りの学習を振り返る。

＊三年生に読んでもらい，感想をもらう。

上 ローマ字とコンピュー

ター

1 △コンピューターにローマ字で入力をする際

に大切なことを知り，コンピューターを活用

する。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○コンピューターに入力する際にはローマ

字で打ち込む必要があるが，文字変換の際

の文字の選択・決定は人が決める必要があ

ることを理解する。

○入力の際に気をつけなければならない字

について理解し，正しく打ち込めるように

する。

○実際にいろいろな言葉を入力して，ロー

マ字の綴り方の確認をする。

○学習を振り返る。

下 一 絵文字の特長をとら

えよう

世界の人につたわるよう

に

２(◇２) ◇身のまわりのさまざまな絵文字がどんなこ

とを表しているかなどについて話し合い，絵

文字に対する興味や関心を高める。

◇身のまわりの絵（絵文字）を友達と紹介し

合う。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇目的を意識して，日常生活の中から話題を

決め，集めた材料を比較したり分類したりし

て，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

○単元名とリード文を読み，絵文字につい

て考えるという学習の見通しをもつ。

○教科書に示されたそれぞれの絵文字が，

何（どんな競技）やどんな意味を表してい

るのかを考える。

○身のまわりにある絵文字について，見つ

けたり，思い出したりして，その意味や形

の工夫について友達と話し合う。

○学習を振り返る。

下 三 大事な言葉や文に気

をつけて要約しよう

ウミガメの命をつなぐ

８(■２) □ウミガメの産卵や成長を研究する名古屋港

水族館の取り組みを時系列にそって読み，興

味をもった点から整理して文章を要約する。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

□目的を意識して，中心となる語や文を見つ

けて要約すること。□文章を読んで理解した

ことに基づいて，感想や考えをもつこと。

□記録や報告などの文章を読み，わかったこ

とや考えたことを，本文を引用しながら説明

したり意見を述べたりする活動。

○単元名や二枚の写真を手がかりに学習の

見通しをもつ。

○名古屋港水族館が取り組んだ二つの研究

の経過を読み，時系列にそって整理する。

○興味をもったことを中心に文章を要約す

る。

○「要約」を取り入れて，『ウミガメの命

をつなぐ』を読んで興味をもったことを紹

介する文章を書く。

○それぞれがどんなことに興味をもったか

に気をつけながら，『ウミガメの命をつな

ぐ』の紹介文を読み合う。

○学習を振り返る。

＊学習した要約の方法について三年生に紹

介する。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 くらしと絵文字 ７(■２) □段落のつながりに気をつけて文章を読み，

絵文字を説明する文章を書く。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

□目的を意識して，中心となる語や文を見つ

けて内容を要約すること。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

□記録や報告などの文章を読み，文章の一部

を引用して，わかったことや考えたことを説

明したり，意見を述べたりする活動。

○単元名とリード文を読み，段落のつなが

りに気をつけて教材文を読んで絵文字を説

明する文章を書くという学習の見通しをも

つ。

○書かれていることの大体を確かめる。

○くらしと絵文字との関わりについて，段

落のつながりに気をつけて要点をまとめ

る。

○身のまわりで見つけた絵文字を説明する

文章を書く。

○身のまわりにある絵文字を説明する。

＊見つけた絵文字についての説明が選んだ

絵文字の特長に合っているかを四年生に評

価してもらう。

下 二 目的や進め方をたし

かめて話し合おう

新スポーツを考えよう

８(◇８) ◇司会者や発言者などの役割を果たしなが

ら，話し合いの進行に合わせ，互いの考えを

よく伝え合って話し合う。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

◇目的や進め方を確認し，司会などの役割を

果たしながら話し合い，互いの意見の共通点

や相違点に着目して，考えをまとめること。

◇グループや学級全体での話し合いなど，考

えを伝え合う活動。

○単元名やリード文を読み，役割を決めた

り，進行に従って話したりする方法につい

て話し合い，学習の見通しをもつ。

○誰と，どんな新スポーツをやりたいかを

考える。

○役割を決め，進行について打ち合わせを

する。

＊シナリオ会議やロールプレイを行う。

○役割に気をつけて，クラスで話し合う。

○話し合いを振り返る。

・自分たちの話し合いについて気になる点

に注意できたか，友達の意見と自分の意見

をつないだり，比べたりして話し合えた

か，ノートに書いて発表し合う。

○今後のクラスでの話し合いについて考え

る。

＊三年生と互いの話し合いの様子を見合

い，役割などについて評価する。

下 絵文字で表そう ７(◇７) ◇司会や記録などの役割を決めて，保健室を

表す絵文字についてグループですすんで話し

合う。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

◇目的や進め方を確認し，司会などの役割を

果たしながら話し合い，互いの意見の共通点

や相違点に着目して，考えをまとめること。

◇互いの考えを伝えるなどして，グループや

学級全体で話し合う活動。

○単元名とリード文を読み，保健室につい

ての話し合いの例をもとに学習の見通しを

もつ。

○絵文字にする場所を決める。

○役割を決めて，話し合いの進め方を確か

める。

○グループの友達と役割を交替して話し合

いを繰り返し，それぞれの役割や立場で話

し合いを進めるポイントを確かめる。

○どのようにすれば上手なグループの話し

合いになるのか確かめ，役割をはっきりさ

せて話し合う。

＊四年生と互いの話し合いの様子を見合

い，感想を伝える。

下
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 気持ちをつたえる話し

方・聞き方

４(◇２) △言葉にはいろいろな意味がこめられること

を知り，気持ちが伝わる話し方・聞き方につ

いて考える。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇相手に伝わるように，理由や事例などをあ

げながら，話の中心が明確になるよう話の構

成を考えること。

◇互いの考えを伝えるなどして，グループや

学級全体で話し合う活動。

○気持ちを伝えるための話し方・聞き方に

ついて学習することを理解して，学習の見

通しをもつ。

○いろいろな気持ちをこめて「ケロケロ」

と言い合い，言葉にこめられた意味（気持

ち）を考える。

○自分が考えた他の気持ちを友達に「ケロ

ケロ」で表し，何を伝えようとしているの

か「あてっこゲーム」をし，伝えたいこと

をどう表現すればいいのか，何を工夫すれ

ば伝わるのかについて話し合う。

○気持ちの伝え方（伝わり方）を確かめ，

どのようにすれば相手の気持ちを傷つけず

に自分の意思を伝えられるのかを知る。

○ 聞くほうは何に注意して聞けばよいのか

考える。また，聞き方を変えることで，相

手の話しやすさがどう変わるかについて考

える。

○気持ちの伝え方や聞き方，言葉以外の表

情・態度などについて考える。

○言葉にこめられる気持ちについて考え

る。

○学習を振り返る。

下 言葉が表す感じ，言葉か

ら受ける感じ

４(◇１) △言葉や音が表すイメージや，イメージに即

した言葉を考えたりすることによって，言葉

の特性について考える。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇相手に伝わるように，理由や事例などをあ

げながら，話の中心が明確になるよう話の構

成を考えること。

◇互いの考えを伝えるなどして，グループや

学級全体で話し合う活動。

○「言葉」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。

○犬や身近なものを表す名前などをもと

に，言葉から受けるイメージについて考え

て，話し合う。

○擬声（音）語や擬態語をもとに，音とイ

メージの関係について考える。

○「強そうな名前」「はじける感じ」な

ど，言葉（音声）と感覚の結びつきについ

て考え，話し合う。

○自分でお菓子の名前を考えて，意味や気

持ちなどが共有できるかどうか確かめる。

○意味や気持ちを伝えられる言葉とそうで

ないものについて考え，言葉の特性につい

て理解する。

○学習を振り返る。

11(25) 下 漢字の広場　④

へんとつくり

2 △へん，つくりなどの漢字の構成についての

知識を得て，漢字を正しく読んだり書いたり

する。

△漢字が，へんやつくりなどから構成されて

いることについて理解すること。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○カードに示されている漢字を組み合わせ

てできる漢字を考える。

○左右の組み合わせからなる漢字の左側の

部分を「へん」，右側の部分を「つくり」

と呼ぶことを知る。

○「きへん」「にんべん」「てへん」の名

称を知り，字例，語例などをもとに，それ

らの意味を考え，話し合う。

○「おおがい」「ちから」の名称と字例や

語例を理解する。

○これまでに学習した漢字の中から，同じ

「へん」や「つくり」がある字を探し，発

表し合う。

下 漢字の広場④

いろいろな意味を表す漢

字

2 △一つの漢字には，複数の意味がある場合が

多いことを理解する。

△第三学年及び第四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。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「手」という漢字がもつ複数の意味につ

いて考える。

○「手」の五つの意味別に，語句を集め，

話し合う。

○選択肢のそれぞれの言葉の意味を考え，

「本」「親」「名」「原」という漢字がも

つ複数の意味と比べる。

○漢字辞典を使って，「長」「家」「札」

がもつ複数の意味を調べる。

○漢字辞典を使って，これまでに学習した

漢字がもつ複数の意味を整理し，意味別に

熟語を集め，ノートにまとめる。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 二年生で学んだ漢字　④ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，二年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○絵の中の言葉を使って，絵に描かれてい

る様子を文に書く。

○絵の中の言葉や漢字を使って，自分の教

室の様子を，主語をはっきりさせて文に書

く。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして発表し合う。

○学習を振り返る。

下 三年生で学んだ漢字④ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，三年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■書こうとしたことが明確になっているかな

ど，文章に対する感想や意見を伝え合い，自

分の文章のよいところを見つけること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○三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。

○作った文を互いに発表し合う。

○学習を振り返る。

下 一 場面のうつり変わり

と結びつけ，登場人物の

変化を読もう

ごんぎつね

８(■２) □人物の気持ちや場面が移り変わるおもしろ

さを読み，読書の世界を豊かにする。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

□登場人物の気持ちの変化や性格，情景につ

いて，場面の移り変わりと結びつけて具体的

に想像すること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，感

想や考えをもつこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○登場人物を確認し，作品の全体像を捉え

る。

○ごんと兵十の心の動きを読む。

○償いを始めるきっかけとなったごんの想

像の理由を考える。

＊兵十の人物紹介の場面の叙述が，実は，

ごんの想像の理由にもなっていたことを読

み取る。

○ごんと兵十の心のつながりについて，

思ったことをノートにまとめる。

＊ごんと兵十の心のすれ違いやつながりに

ついて考えを書く。

＊書いたものを紹介し合い，場面の移り変

わりと人物の心情の変化について考えを整

理する。

○この物語のおもしろいところや工夫され

ているところをお薦めする「ポスター」を

書く。

○場面の移り変わりと，登場人物の気持ち

の変化を捉えることができたかを，ノート

などを見直しながら振り返る。

○『ごんぎつね』をお薦めするポスター

に，自分の考えた題名をつけ，それに対す

る説明を書くことができたか振り返る。

＊三年生と物語のおもしろさについて紹介

し合う。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○主な登場人物を確かめ，その中の中心人

物は誰かを考えてノートなどにメモする。

○会話や行動をとおして，豆太の気持ちの

移り変わりを考える。

○中心人物である豆太は変わったのかどう

かを改めて考えて話し合う。

○この物語のおもしろいところをノートに

書いて紹介し合う。

○学習を振り返る。

＊四年生と物語のおもしろさについて紹介

し合う。

下 二 登場人物の気持ちを

そうぞうしながら読もう

モチモチの木

８(■２) □会話や行動に注意して，豆太やじさまの気

持ちの変化を想像し，物語のおもしろいとこ

ろを紹介する。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

△幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識

や情報を得ることに役立つことに気づくこ

と。

□場面の移り変わりと結びつけて，登場人物

の性格や気持ちの変化，情景について具体的

に思い描くこと。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

■書こうとすることの中心を明確にし，内容

のまとまりで段落をつくったり，段落相互の

関係に注意したりして，文章の構成を考える

こと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 一 場面のうつり変わり

と結びつけ，登場人物の

変化を読もう

ごんぎつね

８(■２) □人物の気持ちや場面が移り変わるおもしろ

さを読み，読書の世界を豊かにする。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

□登場人物の気持ちの変化や性格，情景につ

いて，場面の移り変わりと結びつけて具体的

に想像すること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，感

想や考えをもつこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○登場人物を確認し，作品の全体像を捉え

る。

○ごんと兵十の心の動きを読む。

○償いを始めるきっかけとなったごんの想

像の理由を考える。

＊兵十の人物紹介の場面の叙述が，実は，

ごんの想像の理由にもなっていたことを読

み取る。

○ごんと兵十の心のつながりについて，

思ったことをノートにまとめる。

＊ごんと兵十の心のすれ違いやつながりに

ついて考えを書く。

＊書いたものを紹介し合い，場面の移り変

わりと人物の心情の変化について考えを整

理する。

○この物語のおもしろいところや工夫され

ているところをお薦めする「ポスター」を

書く。

○場面の移り変わりと，登場人物の気持ち

の変化を捉えることができたかを，ノート

などを見直しながら振り返る。

○『ごんぎつね』をお薦めするポスター

に，自分の考えた題名をつけ，それに対す

る説明を書くことができたか振り返る。

＊三年生と物語のおもしろさについて紹介

し合う。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○主な登場人物を確かめ，その中の中心人

物は誰かを考えてノートなどにメモする。

○会話や行動をとおして，豆太の気持ちの

移り変わりを考える。

○中心人物である豆太は変わったのかどう

かを改めて考えて話し合う。

○この物語のおもしろいところをノートに

書いて紹介し合う。

○学習を振り返る。

＊四年生と物語のおもしろさについて紹介

し合う。

下 二 登場人物の気持ちを

そうぞうしながら読もう

モチモチの木

８(■２) □会話や行動に注意して，豆太やじさまの気

持ちの変化を想像し，物語のおもしろいとこ

ろを紹介する。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

△幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識

や情報を得ることに役立つことに気づくこ

と。

□場面の移り変わりと結びつけて，登場人物

の性格や気持ちの変化，情景について具体的

に思い描くこと。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

■書こうとすることの中心を明確にし，内容

のまとまりで段落をつくったり，段落相互の

関係に注意したりして，文章の構成を考える

こと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

12(12) 下 「おすすめ図書カード」

を作ろう

６(■３) △「おすすめ図書カード」を作り，本を紹介

し合い，さまざまな本を読む。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

△幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識

や情報を得ることに役立つことに気づくこ

と。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

□文章などを読んで感じたことや考えたこと

を共有し，一人一人の感じ方などに違いがあ

ることに気づくこと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

□学校図書館などを利用し，事典や図鑑など

から情報を得て，わかったことなどをまとめ

て説明する活動。

☆図書館指導：紹介カードや感想交流コー

ナーを活用して，読書の幅を広げ合う。

○自分の紹介したい本で「おすすめ図書

カード」を書くという学習内容をつかみ，

学習の見通しをもつ。

○紹介したい物語を探して，読む。

○本を選び，「おすすめ図書カード」を書

く。

○友達の書いた「おすすめ図書カード」を

見て，読みたい本を読み，ひと言感想を書

き合う。

＊四年生の「読書発表会」と関連させ，お

互いに発表し合う。

下 「読書発表会」をしよう 6 △紹介したい本を何冊か選び，「読書発表

会」をし，読書の幅を広げる。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

△幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識

や情報を得ることに役立つことに気づくこ

と。

□文章を読んで感じたことや考えたことを共

有し，一人一人の感じ方などに違いがあるこ

とに気づくこと。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

□学校図書館などを利用し，事典や図鑑など

から情報を得て，わかったことなどをまとめ

て説明する活動。

☆図書館指導:紹介カードや感想交流コーナー

を活用して，読書の幅を広げ合う。

○「読書発表会」でテーマにそって本を紹

介するという学習内容をつかみ，学習の見

通しをもつ。

○紹介したい本を選び，「読書発表会」の

準備をする。

・発表のテーマにそった本を集める。

・紹介する本の順番を決め，組み立てメモ

をもとに，発表内容を考える。

・発表の練習をする。

○「読書発表会」をする。

＊三年生の『「おすすめ図書カード」を作

ろう』と関連させ，お互いに発表し合う。

下 こそあど言葉 1 △指示語のはたらきを理解し，適切に使う。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

○冒頭の会話文を通して，こそあど言葉に

ついて知る。

○教科書を読んで，こそあど言葉のはたら

きや形について知る。

○絵を見て空所に入るこそあど言葉を考え

る。

○教科書を読んで，こそあど言葉が話や文

章の言葉や事柄を指すことを理解する。

○学習を振り返る。

下 二つのことがらをつなぐ 2 △二つの事柄をつなぐとき，使う言葉によっ

て内容が大きく変わることを理解し，接続語

のはたらきを意識して，正しく使い分ける。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

○冒頭の問いを通して，二つの事柄をつな

ぐ言葉について興味をもつ。

○教科書を読み，二つの事柄をつなぐ言葉

（接続詞や接続助詞）のはたらきを理解す

る。

○接続助詞と接続詞の対応を考えながら一

文を二文に分ける。

○接続助詞の意味を考えながら，あとに続

く文を考える。

○つなぐ言葉に注意しながら二文を一文に

する。

○学習を振り返る。
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巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点 巻 単元名・教材名 時数 目標・学習事項 学習活動・指導上の留意点

下 はっとしたことを詩に書

こう

５(■５) ■身近なこと，想像したことをもとに，表現

を工夫して詩を書く。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教材名と二編の詩を読んで，学習のめあ

てを捉え，見通しをもつ。

○書き溜めている「発見ノート」やこれま

でに書いた日記などをもとに，心が動いた

瞬間について振り返る。

○二編の詩を読んで，書き表し方の工夫や

表現の優れているところを見つけ，詩の書

き表し方について理解を深める。

○自分のまわりに目を向けて，はっとして

何かを見つめ直したことをもとに詩を書

く。

○書いた詩について交流する。

○題材の選び方や心の動きの表現の仕方な

ど，今回の学習で学んだことを記録する。

下 四 調べたことをわかり

やすく書こう

「不思議ずかん」を作ろ

う

５(■５) ■図や写真などの資料を活用し，紙面を工夫

して図鑑を作る。△比較や分類の仕方，必要

な語句などの書き留め方，引用の仕方や出典

の示し方，辞書や事典の使い方を理解し使う

こと。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■まちがいを正したり，相手や目的を意識し

た表現になっているかを確かめたりして，文

や文章を整えること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○教科書の作品例を読み，秋山さんが工夫

していることを確認する。

・題名の工夫，書き出しの工夫，写真や図

表の工夫

・「ひと言メッセージ」や「参考資料」を

書き加えている　　など

○「学習の進め方」を読み，学習活動の見

通しをもつ。

○図鑑に載せるものを決め，調べる。

○組み立て表を作り，グループで話し合

う。

○できた組み立て表をグループの友達と交

換して読み，意見を伝え合う。

○図鑑の原稿を書き，読み返す。

○グループで発表し合う。

○表紙や目次をつけて，図鑑を作る。

○学習を振り返る。

下 ことわざ・慣用句 ４(■１) △ことわざや慣用句の意味を知り，ふだんの

生活の中で使うことができるように，カード

を作る。

△長い間使われてきたことわざや慣用句，故

事成語などの意味を知り，使うこと。■自分

の考えとそれを支える理由や事例との関係を

明確にして，書き表し方を工夫すること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○教材文を読んで，知っていることわざや

慣用句について話し合う。

○ことわざや慣用句の意味を，辞典を使っ

て調べる。

○調べた意味をカードに書き，互いに交流

する。

○ことわざや慣用句を集めて，カードにま

とめる。

○作った文を発表し，交流する。

＊四年生と合同で調べたことわざや慣用

句，故事成語についての紹介カードを作成

し，校内にコーナーを設けるなどして，感

想をもらう。

下 故事成語 ４(■１) △故事成語の意味を知り，友達に紹介するた

めのカードを作る。

△易しい文語調の短歌や俳句を音読したり暗

唱したりするなどして，言葉の響きやリズム

に親しむこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○教材文を読んで，知っている故事成語に

ついて話し合う。

○教科書に例示されている故事成語につい

て，辞典を使って意味と成り立ちを調べ

る。

○故事成語を集めて，もとになった故事や

意味を，辞典を使って調べ，カードに書

き，互いに交流する。

○好きなカードを選び，それぞれの故事成

語の意味として書かれた場面（意味）を，

これまでの自分の経験や生活の中の一場面

でたとえる簡単な文を書き，発表する。

○学習を振り返る。

＊四年生と合同で調べたことわざや慣用

句，故事成語についての紹介カードを作成

し，校内にコーナーを設けるなどして，感

想をもらう。
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1(17) 下 詩を楽しもう

夕日がせなかをおしてく

る

いちばんぼし

2 □音読したり，イメージを広げたりして，詩

の世界を楽しむ。

△文章全体の内容や構成の大体を意識しなが

ら音読すること。

□場面の移り変わりと結びつけて，登場人物

の性格や気持ちの変化，情景について具体的

に思い描くこと。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○様子がよく伝わるように，工夫して音読

し合う。

○詩を読んで，想像したことを発表し合

う。

＊四年生と一緒に音読発表をし合い，よ

かった点や感想を交流する。

下 詩を楽しもう

いろいろな詩

おおきな木

とびばこ　だんだん

2 □さまざまな形の作品を読みながら，詩の世

界を楽しむ。

△文章全体の内容や構成の大体を意識しなが

ら音読すること。

□文章を読んで感じたことや考えたことを共

有し，一人一人の感じ方などに違いがあるこ

とに気づくこと。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○それぞれの詩を読み，感じたことを発表

し合う。

○それぞれの詩の題名から，どのようなこ

とを思い浮かべるかを考える。

○詩を音読し，内容を把握する。

○詩に見られる工夫を考える。

○言葉の重なりや繰り返しに気をつけて音

読する。

○気に入った詩の形式と同じような詩を考

え，発表し合う。

＊三年生と一緒に音読発表をし合い，よ

かった点や感想を交流する。

下 文の組み立て 2 △主語と述語や修飾語との関係を理解して，

文の組み立てを捉える。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

○冒頭の会話文を通して，主語と述語だけ

では文意が不明確な場合があることに気づ

く。

○教科書を読み，主語と述語による四つの

文型を確認する。

○修飾語のはたらきと形を理解する。

○文の言葉を主語・述語・修飾語に分類

し，図で表す。

○学習を振り返る。

下 点(，)を打つところ 2 △読点のはたらきを理解して，正しく使い分

ける。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○二つの例文を読み，読点のはたらきや読

点の必要性について話し合う。

○二つの例文に読点を打ち，意味がどう変

わるのか確かめる。

○読点の打ち方の原則を理解する。

○設問に取り組む。

○学習を振り返る。

下 漢字の広場　⑤

漢字の組み立て

2 △かんむり・あしなどの漢字の構成について

の知識を得，漢字を正しく読んだり書いたり

する。

△漢字が，へんやつくりなどから構成されて

いることについて理解すること。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○カードに示されている漢字を組み合わせ

てできる漢字を考える。

○「へん」と「つくり」の他に，位置に

よって「かんむり」「あし」「たれ」

「にょう」「かまえ」などと呼ぶものがあ

ることを知る。

○「くさかんむり」の漢字は，何に関係の

ある意味をもっているかを話し合う。

○「笛」を例に，「通・宮・原・図・雪・

間」の組み立てを考え，話し合う。

○これまでに学んだ漢字から，二つの部分

に分けられるものを選び出し，それがどの

ような組み立てとなっているかを話し合

う。

下 漢字の広場　⑤

熟語のでき方

2 △二つの漢字を組み合わせた熟語の構成につ

いて，問題を解きながら確認し，二つの漢字

のつながり方を考える。

△第三学年及び第四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。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○二つの漢字の意味のつながりを考える。

○「熟語」の定義を知り，漢字の意味を考

え，熟語の構成について理解する。

○「上の漢字が下の漢字を修飾する熟語」

について考える。

○「お祝いの日」「清らかな流れ」という

意味を表す熟語を考え，話し合う。

○「意味のうえでつながりのある漢字がな

らぶ熟語」について考える。

○「にた意味の漢字を組み合わせた熟語」

について問題に答えたり，集めてノートに

まとめたりする。

○「反対の意味の漢字を組み合わせた熟

語」について問題に答えたり，集めてノー

トにまとめたりする。

○国語辞典や漢字辞典を使い，集めた熟語

の意味を調べる。
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下 二年生で学んだ漢字　⑤ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，二年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○絵の中の言葉を使って，絵に描かれてい

る部屋の様子を説明する二文以上が続く文

を書く。

○絵の中の言葉を三つ以上使って，二文以

上が続く文章を書く。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。

下 三年生で学んだ漢字　⑤ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，三年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■相手や目的を意識して，経験したことや想

像したことなどから書くことを選び，集めた

材料を比較したり分類したりして，伝えたい

ことを明確にすること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○三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。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。

2(18) 下 四 図や写真と文章を，

むすびつけて読もう

川をさかのぼる知恵

７(■２) □段落のつながりに気をつけながら写真と文

章を結びつけて読み，考えたことをまとめ

る。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

□目的を意識して，中心となる語や文を見つ

けて内容を要約すること。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

□文章などを読んで感じたことや考えたこと

を共有し，一人一人の感じ方などに違いがあ

ることに気づくこと。

■収集した資料を効果的に使い，説明する文

章などを書くこと。

□記録や報告などの文章を読み，文章の一部

を引用して，わかったことや考えたことを説

明したり，意見を述べたりする活動。

○単元名とリード文を読み，学習の見通し

をもつ。

○書かれていることの大体を確かめる。

○芝川と見沼代用水の間を行き来するため

の工夫について，六つの段階に分けた図を

用いるなどして，整理する。

○見沼通船堀を考えた人たちの知恵につい

て考えたことを話し合う。

○話し合ったことをもとに，考えたことを

ノートにまとめ，友達と読み合って，感想

を交流する。

○学習を振り返る。

下 五 自分の経験と結びつ

けて考えよう

身のまわりの「便利」な

ものを考えよう

１(◇１) ◇「便利だな」と思うものを思い浮かべ，そ

の理由から自分にとっての「便利」とはどう

いうことか話し合う。

◇身のまわりの道具や設備などから「便利」

なものを選び，使いやすくなる工夫を考えて

話し合う。

△言葉には，考えたことや思ったことを表す

はたらきがあることに気づくこと。

◇目的を意識して，日常生活の中から話題を

決め，集めた材料を比較したり分類したりし

て，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

◇互いの考えを伝えるなどして，グループや

学級全体で話し合う活動。

○便利なものについて考え，学習の見通し

をもつ。

○身のまわりにある便利なものについて考

える。

○学習を振り返る。
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下 「便利」ということ ６(■１) □「便利」とはどういうことかを考えながら

読み，自分の経験と照らし合わせながら考え

をまとめる。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

△幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識

や情報を得ることに役立つことに気づくこ

と。

□文章を読んで理解したことに基づいて，感

想や考えをもつこと。

□文章を読んで感じたことや考えたことを共

有し，一人一人の感じ方などに違いがあるこ

とに気づくこと。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

□記録や報告などの文章を読み，わかったこ

とや考えたことを，本文を引用しながら説明

したり意見を述べたりする活動。

□学校図書館などを利用し，事典や図鑑など

から情報を得て，わかったことなどをまとめ

て説明する活動。

○単元名とリード文を読み，学習の見通し

をもつ。

○全文の範読を聞き，興味をもったことを

書く。

○文章に示されたさまざまな道具や設備か

ら「便利」さについて考えるとともに，そ

れらの例をもとに筆者が伝えようとしてい

ることを話し合う。

○文章と自分で感じた「便利」「不便」と

いう経験を結びつけて，改めて「便利」に

ついて考える。

○グループで文章を読み合い，感想を話し

合う。

○学習を振り返る。

下 三　調べて発表しよう

町の行事について発表し

よう

７(◇７) ◇町の行事について調べ，図や写真，表な

ど，資料を選んで発表する。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

◇話の中心が伝わるように，場面を意識して

言葉の抑揚や強弱，間の取り方などを工夫す

ること。

◇質問するなどして情報を集めたり，それら

を発表したりする活動。

○教科書の文章を読み，町の行事について

調べたり，資料を整理して発表したりする

学習活動のあらましを知る。

・「学習の進め方」と本文とを照応させな

がら活動の流れを確かめ，学習計画を立て

る。

○調べたいことを決めて，詳しく調べる。

○発表計画表を作り，発表の組み立てを考

える。

○資料を使って発表する。

○発表を聞いて，感想を伝え合う。

○学習を振り返る。

＊四年生と合同発表会を行い，評価し合

う。

下 調べてわかったことを発

表しよう

７(◇７) ◇調べたことについて，写真や図，表やグラ

フなどを使って説明したり，話の中心に気を

つけて聞いたりする。

△比較や分類の仕方，必要な語句などの書き

留め方，引用の仕方や出典の示し方，辞書や

事典の使い方を理解し使うこと。

◇話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑

揚や強弱，間の取り方などを工夫すること。

○単元名やリード文を読み，資料を効果的

に活用して発表する方法について話し合

い，学習の見通しをもつ。

○調べることを決め，資料を集める。

○発表の組み立てを考えて，練習する。

＊声の大きさ，間，強弱などの観点をはっ

きりさせて練習する。

＊発表したら助言を行う。

＊練習後には資料の効果について確認す

る。

○資料を使って発表会をする。

○質問や感想を伝える。

○学習を振り返る。

＊三年生と合同発表会を行い，評価し合

う。
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下 十二支と月のよび名 1 ■暮らしの中に今なお使われている昔からの

言い方について知り，さまざまな言葉を探し

て感じたことを書く。

△長い間使われてきたことわざや慣用句，故

事成語などの意味を知り，使うこと。

○昔から使われている言い方について，自

分たちが知っているものをあげる。

○教科書を読み，月や干支の昔の言い方や

その由来について知る。

○月の言い方や，知っている昔の言葉の意

味について辞典や本を使って調べ，新たに

知ったことを共有したり比べたりする。

下 雪 １(■１) △「雪」を扱った言語表現を集める。

△長い間使われてきたことわざや慣用句，故

事成語などの意味を知り，使うこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○教科書の文章から「雪」を使った表現や

歌を知り，声に出して読む。

○「雪」に関する歌や言葉を辞典などを

使って調べて，ノートに書く。

下 五 つたえたいことの中

心を明らかにして書こう

強く心にのこっているこ

とを

８(■８) ■身近な生活の中から自分に合った題材を見

つけ，段落相互の関係を考えながら，中心に

なる場面をはっきりさせて文章を書く。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

△考えとそれを支える理由や事例，全体と中

心など情報と情報との関係について理解する

こと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■文章のまちがいを正したり，相手や目的を

意識した表現になっているかを確かめたりし

て，文や文章を整えること。

■感想や意見を伝え合い，書こうとしたこと

が明確になっているかなどについて，文章の

内容や表現のよいところを見つけること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○単元とびらや本文を読んで，一年間の生

活の中で「強く心にのこっていることを文

章にする」という課題をもつ。そのうえ

で，「学習の進め方」を読んで学習のめあ

てをつかみ，見通しをもつ。

○できごとを一つ選び，詳しく思い出す。

○イメージマップを作って，いちばん伝え

たい場面について考える。

○中心場面を考えながら，組み立て表を作

る。

○組み立て表を生かして，読み返しながら

書く。

○推敲の観点をはっきりと認識して自分の

文章を読み返し，書き直したり，書き加え

たりする。

○友達と読み合って，感想を伝え合う。

○伝えたいことの中心を決めて，様子や気

持ちを詳しく書くための方法を理解したか

を振り返る。また，ふだん日記などの生活

作文を書くときにその方法を生かすように

する。

＊四年生の『自分の成長をふり返って』と

関連させ，中間発表会を行い，評価し合い

推敲する。

下 六 伝えたいことをはっ

きりさせて書こう

自分の成長をふり返って

８(■８) ■様子がわかるように，よりよい表現を選ん

で書く。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

△主語と述語との関係，修飾と被修飾との関

係，指示する語句と接続する語句の役割，段

落の役割について理解すること。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

■まちがいを正したり，相手や目的を意識し

た表現になっているかを確かめたりして，文

や文章を整えること。

■書こうとしたことが明確になっているかな

ど，文章に対する感想や意見を伝え合い，自

分の文章のよいところを見つけること。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動

○教科書の作品例を読み，羽田さんが工夫

していることを確認する。

・題名の工夫

・書き出しの工夫

・会話文の工夫

・構成の工夫「始め」「中」「終わり」

・いちばん書きたかったことなど

○「学習の進め方」を読んで学習の流れを

知り，見通しをもつ。

○自分の成長を感じたできごとを思い出

し，書くことを決める。

○組み立て表を書き，友達と意見を交換す

る。

○友達からもらった意見を参考にして，組

み立て表を見直し，書く内容を考え直す。

○文章を書く。

○文章を読み返す。

○文章を読み合い，感想を伝え合う。

○友達の作品のよかったところを確認す

る。

・クラス全体で確認する。

・出てきた点について，自分の作品を読み

直す。

＊三年生の『強く心にのこっていること

を』と関連させ，中間発表会を行い，評価

し合い推敲する。
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下 漢字の広場　⑥

二つの漢字の組み合わせ

2 △漢字二字の言葉の構成について，問題を解

きながら確認し，二つの漢字のつながり方を

考える。

△第三学年及び第四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。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○上と下の言葉のつながりをもとに，「漢

字二字の言葉」を考える。

○「漢字二字の言葉」の読み方と意味を考

え，それぞれのつながり方について話し合

う。

○関係のある漢字を組み合わせてできた言

葉を考え，国語辞典で意味を確かめる。

○反対の意味になる漢字を組み合わせてで

きた言葉を作る。

○連濁する言葉を集めてノートに書き，発

表する。

下 漢字の広場　⑥

同じ読み方の漢字の使い

分け

2 △異字同訓や同音異義語の使い分けについて

意識をもって，漢字を読んだり書いたりす

る。

△漢字と仮名を用いた表記，送り仮名の付け

方，改行の仕方を理解して文や文章の中で使

うとともに，句読点を適切に打つこと。ま

た，第三学年においては，日常使われている

簡単な単語について，ローマ字で表記された

ものを読み，ローマ字で書くこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○場面の様子や意味をもとに同じ訓の漢字

の使い分けについて考える。

○同じ音の漢字の使い分けについて，熟語

の意味をもとに考え，話し合う。

○同じ訓の言葉（異字同訓）や同じ音の熟

語（同音異義語）のそれぞれの意味を国語

辞典で調べて，短文を作り，漢字の使い分

けについて話し合う。

○同じ読み方の漢字の使い分けについて

は，別の言葉に言いかえて考えるという方

法を知る。

○別の言葉に言いかえる方法を使い設問を

解き，それぞれの言葉の違いを国語辞典で

確認する。

○異字同訓や同音異義語を使った短文を作

り，それぞれの意味の違いを話し合う。

下 二年生で学んだ漢字　⑥ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，二年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

■まちがいを正したり，相手や目的を意識し

た表現になっているかを確かめたりして，文

や文章を整えること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○絵の中の言葉を使って，絵に描かれてい

る町の様子を文に書く。

○絵の中の言葉や傍線の漢字を使い，「く

わしくする言葉」（修飾語）を加えて町の

様子を文に書く。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。

下 三年生で学んだ漢字　⑥ ２(■２) △絵を見て想像したことをもとに，三年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第三学年及び第四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。

△■書く内容の中心を明確にし，内容のまと

まりで段落を作ったり，段落相互の関係に注

意したりして，文章の構成を考えること。

■詩や物語を作るなど，感じたことや想像し

たことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○三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。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，まちがいを正したりして，発表し合

う。

○学習を振り返る。
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3(12) 下 六 登場人物の気持ちの

うつりかわりを読もう

おにたのぼうし

10(■2) □登場人物の心の動きを想像しながら，消え

ていったおにたに手紙を書く。

△様子や行動，気持ちや性格を表す語句の量

を増し，話や文章の中で使うとともに，言葉

には性質や役割による語句のまとまりがある

ことを理解し，語彙を豊かにすること。

□文章などを読んで理解したことに基づい

て，感想や考えをもつこと。

□文章などを読んで感じたことや考えたこと

を共有し，一人一人の感じ方などに違いがあ

ることに気づくこと。

■案内状や礼状を書くなど，伝えたいことを

手紙に書く活動。

□詩や物語などを読み，内容を説明したり，

考えたことなどを伝え合ったりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○中心人物のおにたについて，感想をも

つ。

○物語を読んで，おにたの気持ちの移り変

わりを想像する。

＊四年生と互いの教材文の場面の移り変わ

りと登場人物の変化についての自分の考え

を叙述をもとに交流する。

○おにたは，なぜ「角かくしのぼうし」を

残して女の子の前からいなくなってしまっ

たのか，考えをノートに書いて話し合う。

○おにたの性格や気持ちの移り変わりをも

とに，消えていったおにたについて考え，

おにたへの手紙を書く。

○学習を振り返る。

下 七 場面のうつり変わり

と，登場人物の気持ちの

変化を読もう

木竜うるし（人形げき）

10(■2) □登場人物の考え方の違いや，その移り変わ

りを考えながら読み，気に入った場面を物語

のように書きかえる。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

□文章を読んで理解したことに基づいて，感

想や考えをもつこと。

□文章を読んで感じたことや考えたことを共

有し，一人一人の感じ方などに違いがあるこ

とに気づくこと。

■詩や物語を作など，感じたことや想像した

ことを書く活動。□詩や物語などを読み，内

容を説明したり，考えたことなどを伝え合っ

たりする活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○全文の範読を聞き，あらすじを確かめ

る。

 ・登場人物，できごとを確認する。

○登場人物について思ったことを書く。

＊三年生と互いの教材文の場面の移り変わ

りと登場人物の変化についての自分の考え

を叙述をもとに交流する。

○『木竜うるし』を読んで，権八の気持ち

の移り変わりを捉える。

○権八の考えや気持ちは少しずつ変化して

いく。それがわかるせりふと，変わった訳

を，ノートにまとめる。

○権八の気持ちが変わったのはなぜかを話

し合い，考えをノートなどにまとめて書

く。

○気に入った場面を選び，物語の文章に書

きかえる。物語の文章と脚本との違いを話

し合う。

下 国語の学習 これまで

これから

２(◇１■１) ◇一年間の国語学習を振り返ったり，これか

らの学習について考えたりして，すすんで学

習できるようにする。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

◇目的を意識して，日常生活の中から話題を

決め，集めた材料を比較したり分類したりし

て，伝え合うために必要な事柄を選ぶこと。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

◇質問するなどして情報を集めたり，それら

を発表したりする活動。

■調べたことをまとめて報告するなど，事実

やそれをもとに考えたことを書く活動。

○一年間の国語の学習を振り返り，自分が

学んできたことを書き出したり話し合った

りする。

○四年生になったら，出し合ったことがど

のように広がっていくのかを想像したり，

希望を出し合ったりする。

＊四年生と，それぞれの学年で話し合った

内容を交流し合い，振り返りを深めたり次

の学年への意欲を高めたりする。

下 国語の学習 これまで

これから

２(◇１■１) ◇一年間の国語学習を振り返ったり，これか

らの学習について考えたりして，すすんで学

習できるようにする。

△相手を見て話したり聞いたりするととも

に，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注

意して話すこと。

◇話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑

揚や強弱，間の取り方などを工夫すること。

■自分の考えとそれを支える理由や事例との

関係を明確にして，書き表し方を工夫するこ

と。

◇説明や報告など調べたことを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

■記録や報告などの文章を読み，わかったこ

とや考えたことを，本文を引用しながら説明

したり意見を述べたりする活動。

○一年間の国語の学習を振り返り，自分が

学んできたことを書き出したり話し合った

りする。

○五年生になったら，出し合ったことがど

のように広がっていくのかを想像したり，

希望を出し合ったりする。

＊三年生と，それぞれの学年で話し合った

内容を交流し合い，振り返りを深めたり次

の学年への意欲を高めたりする。
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