
令和2年度版『ひろがる言葉 小学国語　五・六年』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）
五年 六年

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 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(11) 上 言葉で伝え合おう

わたしは木

２(◇２) ◇友達の言葉や動作を受け止めてつなげる。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇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。

◇話し手の目的や自分が聞こうとする意図に

応じて，話の内容を捉え，話し手の考えと比

較しながら，自分の考えをまとめること。

◇意見や提案など自分の考えを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

○即興的な活動を通して，よく見てよく聞

きながら受け止めることを考えるという学

習の見通しをもつ。

○ペアやグループで「連想ゲーム」をす

る。

○ペアやグループで「わたしは木」をす

る。連想した人や物を言いながら体で表現

し，前の人たちの言葉や体の形から連想し

て，全員で一枚の絵を作る。

○学習を振り返る。

＊人数によっては，他の学年の児童に協力

してもらったり，架空の同級生を加えたり

するなど，工夫する。

上 言葉で伝え合おう

自分に質問してみよう

２(◇２) ◇自分のことを客観的に捉えて話す。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇話の内容が明確になるように，事実と感

想，意見とを区別するなど，話の構成を考え

ること。

◇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。

◇意見や提案など自分の考えを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

○クラスのみんなに聞いてみたい質問を出

し合い，考えを交流するという学習の見通

しをもつ。

○みんなへの質問をカードに書く。

○教科書の例を参考にしながら，質問を考

える。

○カードを引いて，質問を決める。

○質問にどう答えるか，考える。

○自分で具体的な質問を考えて答えを書き

出す。

○グループで発表する。

○感想を伝え合う。

○学習を振り返る。

＊人数によっては，他の学年の児童に協力

してもらったり，架空の同級生を加えたり

するなど，工夫する。

上 水平線 1 □目や耳で捉えた世界の感じ方を想像しなが

ら詩を読む。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

△文章を音読したり朗読したりすること。

□詩を読み，内容を説明したり，自分の生き

方などについて考えたことを伝え合ったりす

る活動。

○繰り返される「……ある」という言葉に

サイドラインを引き，視覚的に確認する。

言葉の響きに気をつけて音読する。

○「水平線」という言葉から感じられるこ

とを話し合う。

上 風景　純銀もざいく 1 □繰り返しの響きや意味に気をつけて音読

し，言葉の意味を考える。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

△文章を音読したり朗読したりすること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□詩を読み，内容を説明したり，自分の生き

方などについて考えたことを伝え合ったりす

る活動。

○『風景　純銀もざいく』を音読する。

○一連・二連・三連で，見えたり，聞こえ

たりしたことを考える。

○音読して気づいたことや気になったこと

をあげ，交流する。
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上 うぐいす 1 □登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

□詩を読み，内容を説明したり，自分の生き

方などについて考えたことを伝え合ったりす

る活動。

○「すきとおる」と感じた作者の耳の傾け

方を想像して，作者が気づいたり感じたり

した周りの様子を話し合う。

○ウグイスの声の響き，鳴き声と情景など

の広がりを，間や声の調子に気をつけて音

読する。

上 あの坂をのぼれば 2 □言葉の意味に気をつけて音読し，言葉の意

味を考える。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

□登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

□詩や物語，伝記などを読み，内容を説明し

たり，自分の生き方などについて考えたこと

を伝え合ったりする活動。

○学習の見通しをもつ。

○全文を音読し，言葉の意味を考えたり，

確認したりする。

○登場人物の心情がわかるところを見つ

け，心の動きを想像しながら声に出して読

む。

○登場人物の心情がわかるところを見つけ

る。

○登場人物の心の動きを想像しながら声に

出して読む。

○素敵だと思う情景について，感想を話し

合う。

○学習を振り返る。

上 一 くふうされた表現を

もとに，登場人物のしん

じょうをそうぞうして読

もう

いつか，大切なところ

８(■２) □登場人物の心情の移り変わりを考えながら

読む。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。

□登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

■考えたことや伝えたいことを書く活動。

■物語を読み，内容を説明したり，自分の生

き方などについて考えたことを伝え合ったり

する活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○登場人物や中心人物を確認する。

○揺れ動く亮太の心情を考えて工夫して

ノートにまとめる。

○亮太が変わることができた理由を紹介し

合う。

○題名「いつか，大切なところ」につい

て，亮太にとっての意味を心の動きを手が

かりに考え，ノートに書く。

○学習を振り返る。

＊学年の人数によっては，作品発表会を六

年生と合同で開き，互いに感想を出し合

う。

上 一 筆者のものの見方や

感じ方などにふれ，随筆

に親しもう

春はあけぼの

３(■１) △■自分に重ねながら随筆を読み，それを参

考に，自分のものの見方や考え方を深め，経

験したことなどを表現を工夫して書く。

△『枕草子』の文章にふれ，リズムや響きを

味わいながら音読し，『枕草子』ふうの文章

を書く。

△親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語

調の文章を音読するなどして，言葉の響きや

リズムに親しむこと。

△古典について解説した文章を読んだり作品

の内容の大体を知ったりすることをとおし

て，昔の人のものの見方や感じ方を知るこ

と。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○p.22 を読み，教材の概略をつかむ。

○教師の範読に合わせて読み，リズムをつ

かんで，原文を繰り返し音読する。

○各「季節」の情景をイメージする。

○好きな「季節」の文章を，大意を参照し

ながら，何度も音読する。

○自分の感じる季節感を『枕草子』ふうに

書いて，交流する。

＊学年の人数によっては，作品発表会を五

年生と合同で開き，互いに感想を出し合

う。
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5(13) 上 新聞を読もう ４(■１) □新聞の仕組みを知り，それをもとに同じで

きごとを扱った新聞記事を読み比べたり，内

容や見出し，写真などについて気づいたこと

を発表し合ったりする。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

□事実と感想，意見などとの関係を叙述をも

とにおさえ，文章全体の構成を捉えて要旨を

把握すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

□学校図書館などを利用し，複数の本や新聞

などを活用して，調べたり考えたりしたこと

を報告する活動。

○新聞について話し合い，その仕組みや内

容に興味・関心をもつとともに，学習の見

通しをもつ。

○新聞の特長，新聞記事の構成，見出しや

リードなどの用語，図や写真の載せ方（紙

面の配置）など，新聞の仕組みを整理す

る。

○新聞の内容や構成を比べて特長について

考える。

○同じできごとを扱った新聞記事を読み比

べ，内容や見出し，写真などについて気づ

いたことを話し合う。

○新聞についてわかったことをまとめる。

○学習を振り返る。

上 薫風

「迷う」

3 □筆者のものの見方や感じ方などにふれ，随

筆に親しむ。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

□事実と感想，意見などとの関係を叙述をも

とにおさえ，文章全体の構成を捉えて要旨を

把握すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□詩や物語，伝記などを読み，内容を説明し

たり，自分の生き方などについて考えたこと

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。

○二つの随筆を読んで，筆者が取り上げて

いるものや，どのような思い出，事例をあ

げているのかを確かめる。

○二つの随筆を比べ，①取り上げている具

体例は何か（何を通して），②個性的な表

現はどこか，③筆者独自のものの見方・考

え方は何か，について話し合う。

○『薫風』に，黛さん独自の意味を加えた

ことで，どのような効果があったのか話し

合う。

○「迷う」ことに対して，日高さんがどの

ように考えているかについて話し合う。

○それぞれの随筆に対する感想をノートに

メモして，紹介し合う。

○学習したことを振り返る。

上 「情報ノート」を作ろう ３(■３) ■興味をもったり，疑問に思ったりしたこと

について，情報を集めて「情報ノート」を作

る。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■引用したり，図表やグラフなどを用いたり

して，自分の考えが伝わるように書き表し方

を工夫すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○「情報ノート」を作る目的と意味を理解

し，学習の見通しをもつ。

○「興味のあること」「疑問に思ったこ

と」を出し合い，どのような情報を集めた

らよいか考える。

○さまざまな情報を集めた中から，「情報

ノート」に残したい情報を選ぶ。

○使う情報を選び，「情報ノート」を作

る。

○学習を振り返る。

上 随筆を書こう ５(■５) ■心を動かされたできごとから書く事柄を決

め，随筆を書く。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■筋道の通った文章となるように，文章全体

の構成や展開を考えること。

■事実や経験をもとに，感じたり考えたりし

たことや自分にとっての意味について文章に

書く活動。

○「学習の進め方」を読み，学習の見通し

をもつ。

○書く事柄を決める。仮のテーマ「風」に

ついて，どのような経験があるか考える。

○体験や事例を書き出し，自分の考えをま

とめる。

○読み返しながら書く。

○友達と読み合う。

○学習したことを振り返る。

☆総合的な学習の時間など：卒業文集を作

成するときに活用できる。
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上 漢字の広場　①

漢字学習ノート

1 △新しく学ぶ漢字や既習の漢字を取り立て，

音訓・意味・使い方などを調べて「漢字学習

ノート」を作る。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

△仮名及び漢字の由来，特質などについて理

解すること。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「漢字学習ノート」にまとめる手順を理

解する。

○p.40を参考にして，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。

○「豆知識」コーナーの具体例を知り，そ

の中から一つ選び，作ってみる。

○どんな「豆知識」を書いたかを発表し合

う。

上 漢字の広場　①

三字以上の熟語の構成

1 △三字以上の熟語の構成について理解を深

め，由来に関心をもつ。

△第五学年及び第六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。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「少人数」「保健室」「身体測定」とい

う熟語の意味を考える。

○p.46の説明にそって，三字と四字の熟語

の構成について知る。

○辞典を利用して，三字と四字の熟語を集

め，その構成を考え，ノートにまとめ，発

表し合う。

○切れ目に「／」を入れて，三文字以上の

熟語の構成について話し合う。

○略語と，略す前の熟語とを比べる。

上 四年生で学んだ漢字　① １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，四年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○四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。

上 五年生で学んだ漢字　① １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，五年生で

学んだ漢字などを使って文を作り，書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○五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。

○互いの作った文を読み合い，感想や意見

を述べ合う。○学習したことを振り返る。

4



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 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 事例と解説をもと

に，言葉と事実との関係

を考えよう

人とねずみの「はい，

チーズ！」

1 □言葉が人の感じ方や行動に影響を与える事

例とその理由を解説した文章を読み，言葉の

はたらきに対する見方・考え方を深める。

□絵と解説文を手がかりに，人とねずみが

「はい，チーズ！」という言葉で笑顔になる

わけを読み，同じ言葉が異なるはたらきをす

ることに気づく。

□事実と感想，意見などとの関係を叙述をも

とにおさえ，文章全体の構成を捉えて要旨を

把握すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

□説明や解説などの文章を比較するなどして

読み，わかったことや考えたことを，話し

合ったり文章にまとめたりする活動。

○単元名と教材名，単元とびらのリード文

などから学習の見通しをもつ。

○「はい，チーズ！」という言葉がどのよ

うな場面で使われるか，それはなぜか，話

し合う。

○「はい，チーズ！」という言葉のはたら

きについて，人の場合とねずみの場合を比

べて話し合う。

上 図に表して考えよう ３(■３) ■考えや意見を図に書いてまとめる。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書を読んで，考えを広げたり，まと

めたりする際には，いろいろな図があるこ

とを知り，学習の見通しをもつ。

○実際に考える図を使ってみる。（随筆や

意見文を書く際に使う。）

○意見をまとめるノート作りを，学期に15

分程度の１モジュールずつ確認し，交流す

る。

○学習したことを振り返る。

6(16) 上 言葉と事実 ８(■２) □取り上げられた言語表現の事例とその影

響，影響を与えた理由をおさえて読み，言語

生活も振り返りながら，事実を捉える際の言

葉のはたらきについて考えを深める。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。

□事実と感想，意見などとの関係を叙述をも

とにおさえ，文章全体の構成を捉えて要旨を

把握すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○「事実」とはどのようなことだと思った

か，また，「言葉と事実」という題名から

どのようなことを考えるか，話し合う。

○ p.47③段落までを読み，「事実と結び

ついていれば～そうではなさそうです。」

をめぐって，筆者の述べようとすることは

どのようなことか，話し合う。

○三つの具体例から，言葉と事実につい

て，起こったこと，気を配ることを表にま

とめる。

○言葉で事実を表すことについて，自分の

考えをまとめて書く。

○言葉で事実を表すことについて，考えた

ことを発表し合い，気づいたことを話し合

う。

○学習を振り返る。

上 二 筆者の考えを読み，

説明の仕方の特徴をとら

えよう

雪は新しいエネルギー

５(■２) □■雪エネルギーの利用に対する筆者の主張

と取り上げた事例の関係，残された課題など

を検討しながら読み，筆者の説明の仕方や雪

エネルギーの利用について考えをまとめる。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

□事実と感想，意見などとの関係を叙述をも

とにおさえ，文章全体の構成を捉えて要旨を

把握すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

■考えたことや伝えたいことを書く活動。

○環境に関わる言葉をめぐって話し合い，

学習の見通しをもつ。

○「地球温暖化」や「異常気象」「再生可

能エネルギー」などの言葉について，知っ

ていることを話し合う。

○p.52⑥段落までを読んで，「雪はエネル

ギー」とはどのようなことか説明する。

○筆者があげている雪エネルギーの利用に

ついて，事例ごとにその利用の仕方や利点

などをノートにまとめる。

○筆者が，雪エネルギー利用の可能性を述

べる際に取り上げている事例の順序を検討

し，そのようにする筆者の意図について話

し合う。

○『雪は新しいエネルギー』を読んで，筆

者の考えや説明の仕方について，考えたこ

とを文章にまとめ，読み合う。

○学習したことを振り返る。
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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 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 話し言葉と書き言葉 2 △話し言葉と書き言葉の特徴の違いについて

理解したり，場に応じた言葉の選び方の違い

や表現の仕方の違いについて理解したりす

る。

△話し言葉と書き言葉との違いに気づくこ

と。

○「話し言葉と書き言葉」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。

○話し言葉と書き言葉を比べて，それぞれ

の特徴や性質の違いなどについて確かめ

る。

○「話し言葉と書き言葉にみられるとく

ちょう」（p.57）を見て，話し言葉と書き

言葉の違いを確かめる。

○「話し言葉と書き言葉のとくちょう」と

してあげられているものが，実際にどのよ

うなかたちで表れるか，具体的な場面を考

えて発表する。

○話し言葉と書き言葉の特徴について考

え，日常の言語生活でも気をつけて話した

り，書いたりしていくように話し合う。

○学習したことを振り返る。

上 主語と述語の対応をみる 2 △主語と述語の対応を確認して，文のねじれ

に気づき，正しく直す。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

○冒頭の会話文を通して，文を見直す際に

主語と述語の対応を確認することが大事だ

ということを知る。

○教科書の例文を読み，どのように直せば

主語と述語が対応するか理解する。

○ねじれ文を修正することで，主語と述語

の対応について理解を深める。

○作文を書くときに，主語と述語の対応を

よく確認しているか振り返る。

○学習したことを振り返る。

上 三 伝わるように構成を

考えよう

「町じまん」をすいせん

しよう

４(◇４) ◇■伝えたい相手や目的，内容を考えて，構

成を工夫して話したり書いたりする。

◇推薦するもののよさが伝わるように説明し

たり，納得できるかどうかに留意して聞いた

りする。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇話の内容が明確になるように，事実と感

想，意見とを区別するなど，話の構成を考え

ること。

◇意見や提案など自分の考えを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

○推薦し合って，「町じまん」を決め，ポ

スターを作るという学習の見通しをもつ。

○教科書を読み，推薦するときの大事な点

をつかむ。

○クラスで推薦するものを決めて調べる。

○自分が推薦したいものについて調べたこ

とを，「よいところ・課題」の両面から表

にまとめる。

○「町とのつながり」はどこかを明確にし

て推薦理由を考える。

○聞き手が納得するような構成を考え，発

表の練習をする。

○整理した表から，聞き手が納得するよう

な理由を見つけ，述べ方の工夫を考える。

○発表会を開く。

○感想を交流する。

○学習を振り返り，生活に生かす。

上 三 立場を決めて，主張

を明確にしよう

地域の防災について話し

合おう

６(◇６) ◇■立場や意見をはっきりさせて話し合った

り，パンフレットを作成して伝えたりする。

◇意見の違いを大事にしながら話し合い，考

えを深める。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

◇話の内容が明確になるように，話の構成を

考えること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

◇それぞれの立場から考えを伝えるなどして

話し合う活動。

○単元名やリード文を読み，お互いの意見

を尊重し合いながら話し合うことについて

考え，学習の見通しをもつ。

○立場を決め，詳しく調べる。

○教科書を読み，パネルディスカッション

の意図と進め方を知る。

○自分たちで話し合うテーマを設定する。

○資料をもとに主張を組み立てる。

○自分たちが設定したテーマにそって準備

をする。（テーマに対する観点とグループ

のメンバーを決める。グループで情報を調

べたり，整理したりして，自分たちの主張

をまとめる。）

○パネルディスカッションをする。

○感想を伝え合う。

○学習したことを振り返る。
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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 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

7(12) 上 ポスターを作ろう ５(■５) ■構成や表現を工夫して，ポスターを作る。

△話し言葉と書き言葉との違いに気づくこ

と。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■引用したり，図表やグラフなどを用いたり

して，自分の考えが伝わるように書き表し方

を工夫すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，学習の見通

しをもつ。

○伝えたい内容や相手を決め，取材する。

○ポスターの構成を考える。

○表現を工夫してポスターを作り，誤りが

ないか読み返す。

○ポスターを読み合い，感想を伝え合う。

○学習を振り返る。

＊合同で作品発表を行い，工夫した点を説

明したり，感想を述べ合ったりする。

上 パンフレットで知らせよ

う

４(■４) ■相手や目的に応じて内容や構成を考え，パ

ンフレットを作る。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■引用したり，図表やグラフ を用いたりし

て，自分の考えが伝わるように書き表し方を

工夫すること。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

○教科書を読み，どのようにパンフレット

を作るのかイメージし，学習の見通しをも

つ。

○読んでもらう相手や目的を明確にする。

○違う立場の人どうしでグループになり，

知らせたい内容を話し合う。

○書く分担を決め，構成を考える。伝えた

いことに多くのスペースを割くようにす

る。

○パンフレットを作り，読み返す。

○読み手にわかりやすくなるよう，写真や

イラストを効果的に使うなどの工夫をす

る。

○パンフレットを読み合う。

○学習したことを振り返る。

＊合同で作品発表を行い，工夫した点を説

明したり，感想を述べ合ったりする。

上 漢文に親しむ ３(■１) △現代の言葉とは異なる漢文のリズムや響き

を読み味わう。

△文章を音読したり朗読したりすること。

△親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語

調の文章を音読するなどして，言葉の響きや

リズムに親しむこと。

△古典について解説した文章を読んだり作品

の内容の大体を知ったりすることをとおし

て，昔の人のものの見方や感じ方を知るこ

と。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○『春暁』の情景を思い浮かべ，リズムを

感じながら音読する。

○白文を見て，作品内容を想像させる。

○書き下し文を繰り返し音読し，そのリズ

ムと響きを感じ取らせる。

○『静夜思』の情景を思い浮かべ，リズム

を感じながら音読する。

○大意と挿絵を参考にしながら，情景や意

味を考えさせる。

○『論語』と『大学』にこめられた昔の人

のものの見方や感じ方を考え，音読する。

○感想をまとめる。

上 雨 １(■１) △「雨」を扱った言語表現を集める。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■短歌や俳句を作るなど，感じたことや想像

したことを書く活動。

○教科書の文章から「雨」を取り上げた言

語表現を知り，その背景を考える。

○「雨」に関するさまざまな言語表現を，

辞典などで調べたり，これまで読んだ本の

描写を思い出して確かめたりしながらノー

トに書く。
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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 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 敬語 2 △敬語のはたらきと種類を理解して，正しく

使う。

△日常よく使われる敬語を理解し使い慣れる

こと。

○冒頭の電話のやり取りを通して，相手に

よる言葉遣いの違いに気づく。

○教科書を読んで敬語とそのはたらきにつ

いて理解する。

○教科書を読み，敬語がどのような場面で

使われるか理解する。

○教科書を読み，敬語の種類別に，そのは

たらきと言葉の例を理解する。

○敬語の種類を考えながら，適切に敬語を

使用する。

○学習したことを振り返る。

上 世代による言葉のちがい 2 △世代による言葉遣いの違いについて理解

し，相手や場面に応じて適切な言葉を選んで

使うことができるようにする。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

◇インタビューなどをして必要な情報を集め

たり，それらを発表したりする活動。

○世代によって使用する言葉に違いがある

こともあるということを知り，学習活動に

対する見通しをもつ。

○言葉には，年上の世代の人たちには使わ

れていたが，今はほとんど使われなくなっ

たものがあるということについて理解す

る。

○言葉には，自分たちの世代にしか通用し

ないものもあるということを理解する。

○言葉には，人が成長する過程で一時的に

用いられるものもあるということを知る。

○家の人に行ったインタビューの内容をグ

ループでまとめて確かめ合う。

○世代によって使われる言葉の違いや，普

段友達どうしで話しているときに使ってし

まうくだけた表現の言葉について，クラス

全体で話し合う。

上 漢字の広場　②

複合語

1 △複合語の構成や変化，由来などについて理

解を深める。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「食べる」と「始める」という言葉が組

み合わさってできる言葉を考え，二つ以上

の言葉が組み合わさってできた複合語につ

いて，そのでき方と読み方を理解する。

○動きなどを表す言葉が組み合わさってで

きた複合語を元の言葉に分け，構成につい

て話し合う。

○複合語の言葉集めをし，短文を作る。

○いろいろな組み合わせ方を知り，語形や

音が変化する場合があることを確かめる。

○複合語のいろいろな組み合わせ方を知

る。

○二つの言葉が組み合わさるとき，あとの

言葉の頭音が濁音になることを確かめる。

上 漢字の広場　②

複数の意味をもつ漢字

1 △複数の意味をもつ漢字が構成する熟語の意

味に関心をもつ。

△第五学年及び第六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。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質など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。

○「象」という漢字の意味を考える。

○p.80下段を読み，「象」という漢字に

は，もとからの意味と，派生した意味を合

わせもっていることを知る。

○「布」「針」を使ったそれぞれの熟語が

どのような意味で使われているかを話し合

う。

○p.81下段の設問に取り組み，傍線の漢字

がそれぞれどのような意味で使われている

かを考え，違いを話し合い，辞典で調べ

る。
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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 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 四年生で学んだ漢字　② １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，四年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○四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。

○学習したことを振り返る。

上 五年生で学んだ漢字　② １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，五年生で

学んだ漢字などを使って文を作り，書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○五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。

○互いの作った文を読み合い，感想や意見

を述べ合う。

○学習したことを振り返る。

9(16) 上 知りたいことを決めて，

話を聞こう

２(◇２) ◇聞きたいことを明確にして，話を聞く。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇話し手の目的や自分が聞こうとする意図に

応じて，話の内容を捉え，話し手の考えと比

較しながら，自分の考えをまとめること。

◇インタビューなどをして必要な情報を集め

たり，それらを発表したりする活動。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○テーマを決めて，話を聞く。

○二人組になり，話し手と聞き手を決め

る。

○話してから内容を詳しく聞き出すための

工夫として，「～というと？」「例え

ば？」 「もう少し詳しく教えて」「他に

は？」などを例示する。

○相手の話を促すあいづちとして，「なる

ほど」「へえ」「そうなんだ」「わかる，

わかる」などを例示する。

○聞き手は話し手の話に合わせて，質問を

する。

○聞き手には，メモを取りながら聞くよう

にさせる。

○聞いたことをもとに，自分の考えをまと

めて発表する。

○学習を振り返る。

上 教 え て ！ あ な た の

「とっておき」

２(◇２) ◇話し手の意図を考慮しながら聞き，自分の

意見と比べて考えをまとめる。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇話し手の目的や自分が聞こうとする意図に

応じて，話の内容を捉え，話し手の考えと比

較しながら，自分の考えをまとめること。

◇インタビューなどをして必要な情報を集め

たり，それらを発表したりする活動。

○知らせたい「とっておき」を考える。

○教科書の例を参考にしながら，友達と共

通点がありそうな質問の項目を学級で話し

合う。

○項目から三つ選び，エピソードを思い出

す。

○「とっておき」について話す。

○二人組になり，エピソードをあげながら

順番に話をする。

○感想を伝え合う。

○友達のエピソードと自分の考えを紹介す

る。

○紹介を聞き終えたら，感想を伝える。

○学習したことを振り返る。
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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 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 詩を味わおう

素朴な琴

鳴く虫

山のあなた

2 □さまざまな昔の作品を読みながら，詩の世

界を楽しむ。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□詩を読み，内容を説明したり，自分の生き

方などについて考えたことを伝え合ったりす

る活動。

『素朴な琴』

○琴が閑かに鳴り始める情景を「あかる

さ」「秋の美しさ」「しずかさ」などの様

子から想像する。また，どのような音が響

いてくるか話し合う。

『鳴く虫』

○虫の音を作者が何にたとえているか話し

合う。

○虫の音色と「方々の草かげがほんのりと

あかるい」夜の情景を想像して伝え合い，

様子が伝わるように音読する。

『山のあなた』

○歴史的仮名遣いに気をつけ，七五調のリ

ズムを味わいながら音読する。

○「空遠く」「なほ遠く」の違いを考え，

「幸」の意味について話し合う。

○緩急を工夫してリズムよく音読し合う。

上 詩を味わおう

イナゴ

1 □言葉の広がりを味わいながら，詩の世界を

楽しむ。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

□登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□詩を読み，内容を説明したり，自分の生き

方などについて考えたことを伝え合ったりす

る活動。

○一連と二連の「イナゴ」と「ぼく」の様

子をもとに，詩の世界をイメージする。

○三連について考えたことを話し合う。
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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 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 四 すぐれた表現の効果

を考えて，登場人物の心

情を読もう

川とノリオ

７(◇２) □優れた表現を味わいながら，人物の心情を

読み，優れた表現についての感想を話し合

う。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

△文章を音読したり朗読したりすること。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

□登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

◇意見や提案など自分の考えを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

□詩や物語，伝記などを読み，内容を説明し

たり，自分の生き方などについて考えたこと

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。

○印象に残った場面を紹介し合う。

○できごとの確認や，登場人物の変容，表

現の工夫や効果について考えたり話し合っ

たりする。

○いつ，どのようなできごとが起こったの

か表に整理する。川や川っぷちがノリオに

対してどのような様子であったか考える。

○物語の中で，ノリオはどのように変容し

たのか。なぜ変容したのか話し合う。

○「比喩」「色」「体言止め」「擬人法」

「音や様子」「くり返し」などの表現を探

し，その効果について話し合う。

○この物語における「川」とは何を表して

いるのか，全体の構成や，「川とノリオ」

という題名をもとに考える。

○心に残った表現を見つけ，感想を話し合

う。自分の感じたことが伝わるように朗読

する。

○学習したことを振り返る。

○大造じいさんの残雪に対する心情の変化

を考える。

○大造じいさんはがんをとらえるために，

どのような作戦を立てたか読み取り，その

心情とともに，表に整理する。

○大造じいさんが残雪に対してもっていた

思いは，どのようなもので，どの場面でど

のように変わっていったのか理由とともに

話し合う。

○情景描写を見つけ，効果について話し合

う。

○この物語の「やま場」は，どこか。そこ

だと思った理由をノートにまとめ，発表し

合う。

○いまいましく思っていた残雪を，「ま

た，堂々と戦おうじゃあないか。」と言っ

て放した大造じいさんについての考えを，

大造じいさんの心情にふれながら書き，友

達と読み合う。

○学習を振り返る。

上 四 物語の全体像をとら

え，やま場の場面を見つ

けて読もう

大造じいさんとがん

８(■２) □残雪に対する大造じいさんの心情の変化を

読み，「やま場」の場面を見つけたり，大造

じいさんの行動に対しての考えを書いたりす

る。

△話し言葉と書き言葉との違いに気づくこ

と。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

□目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

□目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

■人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

■文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

■文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

□事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

■物語を読み，内容を説明したり，自分の生

き方などについて考えたことを伝え合ったり

する活動。

11



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 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 鳥 １(■１) △「鳥」を扱った言語表現を集める。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書の文章から「鳥」を扱った表現や

歌を知り，声に出して読む。

○短歌や俳句，童謡を音読して，文語のリ

ズムに親しむ。

○「鳥」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。

○どのような種類の辞典や参考書を見れば

良いのかを考える。

上 五 てんかいを考えて，

表現を工夫して書こう

物語を作ろう

５(■５) ■写真から想像を広げ，展開を考えて物語を

作る。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

■感じたことや想像したことを書く活動。

○「学習の進め方」を読み，学習の見通し

をもつ。

○写真の中から登場人物を決め，人物設定

をする。

○写真を見て想像を広げる。

○登場人物を選び，人物設定を「人物カー

ド」に書く。

○物語を組み立てる。

○物語の大まかな展開を考える。

○グループで話し合い，読者の視点も加え

て構成を考える。

○あらすじを書く。

○物語を作り，読み返す。

○友達と読み合い，感想を伝え合う。

○学習を振り返る。

＊合同で作品発表を行い，感想を述べ合

う。

上 俳句を作ろう ４(■４) ■季語や自分の気持ちや様子を表す言葉を選

び，俳句を作る。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■短歌や俳句を作るなど，感じたことや想像

したことを書く活動。

○教科書に載っている俳句・短歌について

感じたことや表現の工夫について考え，学

習の見通しをもつ。

○最近の心が動いたできごとを思い出し，

連想する言葉を集める。

○自然とふれ合うことが難しい場合は，イ

メージを広げられるような絵や写真を提示

して，言葉を見つける手がかりとする。

○音に合う言葉を選び，俳句を作る。

○「楽しい」「悲しい」のような心情を表

す言葉を使っている児童には，その時の情

景や表情などを思い浮かべるように支援す

る。

○作品を読み合い，感想を伝え合う。

○学習を振り返る。

＊合同で作品発表を行い，感想を述べ合

う。
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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 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(17) 上 五 考えを広げるため

に，立場を決めて話し合

おう

ＡＩとのくらし

６(◇６) ◇立場を決めて話し合い，さまざまな意見を

聞いて自分の考えを広げる。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

◇話の内容が明確になるように，事実と感

想，意見とを区別するなど，話の構成を考え

ること。

◇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。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

◇異なる立場を生かした話し合いなど，互い

の考えを伝え合う活動。

○単元名やリード文を読み，ふだん友達の

意見を聞いて話し合いをしているかどうか

を振り返り，学習の見通しをもつ。

○ 「ＡＩとのくらし」というテーマについ

てさまざまな立場から情報を調べる。

○ＡＩの利点と問題点を書き出す作業を十

分に行う。

○ さまざまな立場から意見をまとめる。想

定される質問については答えを考える。

○「ミニディベート」を行う。

○ 三人組になり，「利点の立場」「問題点

の立場」「聞き役」の役割で話し合う。順

に繰り返し，三人が全ての役割で話し合う

ことを経験する。

○感想を交流する。

○学習を振り返る。

＊学年の人数によっては，他の学年の児童

に手伝ってもらう。

上 会話を広げる ３(◇１) △相手とのつながりをつくる言葉のはたらき

を意識し，相手との言葉の掛け合いの工夫を

考える。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

◇話し手の目的や自分が聞こうとする意図に

応じて，話の内容を捉え，話し手の考えと比

較しながら，自分の考えをまとめること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

◇それぞれの立場から考えを伝えるなどして

話し合う活動。

○相手とのつながりをつくる言葉のはたら

きについて学習することを理解し，学習の

見通しをもつ。

○話をするときに話のきっかけとなる話題

を作ることを意識し，相手のことを考えて

言葉を選ぶことの大切さを考える。

○言葉の内容だけでなく，言い方にも工夫

が必要であることを考える。

○電話で相手が見えない場合の円滑なコ

ミュニケーションの仕方を考える。

○同じ音である「うん」でも込められる気

持ちや言葉のはたらきが違うことを考え

る。

○相手が話すことを促すための工夫を考

え，話し合う。

○会話の中でコミュニケーションを上手に

とるための，話すときと聞くときの工夫を

考え話し合う。

上 漢字の広場　③

熟語の構成

1 △二字熟語の構成や由来について理解を深め

る。

△第五学年及び第六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。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「読」「書」という二つの漢字の意味を

手がかりに「読書」という熟語の意味を考

える。

○p.118下段の設問で示す熟語について，

読み方を確かめ，組み立てにそって読み下

し，意味を推測し，話し合う。

○辞典で熟語の意味を調べ，自分が推測し

た意味と比べる。

○二字熟語の構成のタイプを五つに分け

て，理解する。

○p.119の設問で示す熟語について，構成

を考え，意味を推測し，辞典で意味を調べ

て確認する。

上 漢字の広場③

熟語の使い分け

1 △意味のよく似た熟語の使い方の違いを理解

し，使い分ける。

△第五学年及び第六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。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「大事」と「重要」の使い方の違いを考

え，それぞれの文には，どちらがふさわし

いかを話し合う。

○「経験」と「体験」などの使い方の違い

を考え，二つの熟語の使い分けを考え，国

語辞典などを利用してそれぞれの意味と用

例を調べ，確かめる。

○よく似た熟語を使って短文を作り，それ

ぞれの違いを比べる。

13



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 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 四年生で学んだ漢字　③ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，四年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△第五学年及び第六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。△語句の由来などに関心を

もつとともに，時間の経過による言葉の変化

や世代による言葉の違いに気づき，共通語と

方言との違いを理解すること。また，仮名及

び漢字の由来，特質などについて理解するこ

と。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

○教科書の絵を見て，描かれているものに

ついて説明する。

○四年生までに習った漢字を使って，絵に

描かれている都道府県名を使った文を書

く。

○「絵の中の都道府県について知っている

ことを説明する文を書く。」「二つ以上の

都道府県名を入れて書く。」など，条件を

つけて書くように促し，表現の仕方に工夫

させる。

○書いた文を見直し，適切な表現にかえた

り，誤りを正したりして，発表し合う。

○初めに書いた文と推敲したあとの文を比

べ，書き直してどこが良くなったかを互い

に指摘する。

○学習したことを振り返る。

上 五年生で学んだ漢字　③ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，五年生で

学んだ漢字などを使って文を作り，書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○五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，誤りを正したりして，発表し合う。

○学習したことを振り返る。

11(16) 下 一 多様な情報を読み，

根拠となる資料にもとづ

いて，考えを深めよう

世界遺産 白神山地から

の提言――意見文を書こ

う

10(■５) ■□多様な文章や資料を比べながら読み，自

分の考えを深め，考えが伝わるように根拠を

明確にして意見文を書く。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

○単元名とリード文を読み，自然保護に対

する自分の意見を意見文にまとめることに

ついて話し合い，学習の見通しをもつ。

○「ブナの森が支える豊かな自然」を読

み，白神山地が世界遺産に登録された経緯

や，白神山地がつくり出す計り知れない恵

みについて知る。

○白神山地の課題を知り，自分の考えをま

とめる。

○資料１～７を読み，自然保護にはさまざ

まな考え方があることを理解し，ノートに

書き出す。

○資料からわかったことについて，自分の

考えとその根拠（もとにした資料）を書

く。

○考えを出し合い，グループで意見を交流

することで，自分の考えを深める。

○メモをもとに自分の考えを意見文に書

く。

下 一 「心の世界」につい

て考え，自分の考えを伝

え合おう

あなたはどう感じる？

1 □友達と自分の感じ方の違いについて考え

る。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

○単元名やリード文を読んで，学習の見通

しをもつ。

○教科書を読み，同じ物事でも，友達と自

分に感じ方の違いがあることに気づく。

○感じ方の違いはどこから来るのか考え

る。
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下 「古典」を楽しむ ４(■１) △昔から読み継がれている物語を読み，感想

を書く。

△親しみやすい古文や漢文，近代以降の文語

調の文章を音読するなどして，言葉の響きや

リズムに親しむこと。

△古典について解説した文章を読んだり作品

の内容の大体を知ったりすることをとおし

て，昔の人のものの見方や感じ方を知るこ

と。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○単元とびらを読み，学習の見通しをも

つ。

○『竹取物語』『平家物語』『伊曽保物

語』にふれて，その文章の一部を音読す

る。

○日本の伝統芸能にふれ，演劇や絵本，漫

画や映画など，多様な表現に生きている古

典を集めたり読んだりして人々との関わり

について知る。

○巻末付録の『附子』を読む。

○「古典」にふれた感想を文章にまとめ

る。

○「日本昔話」や子ども向けに現代語で書

かれた古典，漫画などを活用し，興味をも

たせる。

下 ぼくの世界，君の世界 ７(■１) □筆者の考えに気をつけながら，文章の要旨

を捉え，「心の世界」について考える。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。□文章を読んでま

とめた意見や感想を共有し，自分の考えを広

げること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

□説明の文章を比較するなどして読み，わ

かったことや考えたことを，話し合ったり文

章にまとめたりする活動。

☆道徳：自分と他の人には，その人なりの

「心の世界」があることを知り，相手の立場

に立ち，自分と異なる意見や立場を大切にす

る心情を育む。

○筆者が取り上げた「心の世界」について

のさまざまな例を捉える。

○筆者の主張である「心を伝え合うための

努力が必要」という部分に対して，筆者が

あげている例で共感できる部分や共感でき

ない部分はあるかを整理し，自分の考えを

まとめる。

○共通理解をする体験から考えを深める。

○一枚の写真を見て，感じたことを一言で

表現し，発表し合う。

○同じような感じを受けた者同士で質問し

合い，互いの共通点と相違点を出し合う。

○全体で発表し合い，言葉で伝えることで

感じ方の違いを理解し合えることについて

考えをまとめる。

○「自分の世界」について書く。

○学習したことを振り返る。

下 「うれしさ」って何？―

―哲学対話をしよう

４(◇３■１) ◇お互いの考えや意見を関連づけて述べ合

い，共通点や相違点をもとに分類する。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

◇話し手の目的や自分が聞こうとする意図に

応じて，話の内容を捉え，話し手の考えと比

較しながら，自分の考えをまとめること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

◇それぞれの立場から考えを伝えるなど話し

合う活動。

○「うれしさ」について考え，互いの感じ

方を伝え合うという学習の見通しをもつ。

○人はどんなときに「うれしく」なるのか

を考える。「うれしい」と言うとき，どん

な場面を思い浮かべるか，発表し合う。

○「うれしさ」を感じた体験をカードに書

く。書き出した中から，二つを選び，「な

ぜうれしいと感じたのか」「どのようなう

れしさだったのか」をメモする。

○それぞれの「うれしさ」を発表し合い，

分類し名前をつける。

○「うれしさ」の種類を発表し，その種類

を学級全体でまとめ直す。

○話し合いをとおして気づいたことや，

残った疑問などをまとめる。
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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 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 漢字の広場　④

漢字の成り立ち

1 △漢字の成り立ちについて関心を深める。

△第五学年及び第六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。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質など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。

○漢字の四つの成り立ちの種類について概

観する。

○象形文字について理解し，設問に答え，

ノートにまとめる。

○指事文字について理解し，設問に答え，

ノートにまとめる。

○会意文字について理解し，設問に答え，

ノートにまとめる。

○形声文字について理解し，設問に答え，

ノートにまとめる。

○漢字辞典を利用して，形声文字の意味を

表す部分（部首）と，音を表す部分を確認

する。

下 漢字の広場　④

音を表す部分

1 △形声文字について，音と意味，成り立ちも

含めて理解する。

△第五学年及び第六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。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解する。

○p.38「１」の設問にある文例を読み

「清」「晴」「精」の共通点について考え

る。

○p.39「２」の設問に取り組み，音を表す

部分が，へん・つくり・かんむり・あしな

どのどの位置にあるか話し合う。

○文字によって音が違うものもあることを

知る。

○p.39「３」の設問をもとに，未習の漢字

の読みを推測する。

○p.39「４」の設問に取り組み，音を表す

部分への関心を深める。

○p.39「５」の設問を解き，同音の漢字を

正しく使い分けるようにする。

○p.39「６」の設問に取り組み，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，それぞれの漢字を使った熟語

を集め発表し合う。

下 四年生で学んだ漢字　④ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，四年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○四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，誤りを正したりして，発表し合う。

○学習したことを振り返る。

下 五年生で学んだ漢字　④ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，五年生で

学んだ漢字などを使って文を作り，書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■事実や経験をもとに，感じたり考えたりし

たことや自分にとっての意味について文章に

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。

○五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。

○互いの作った文を読み合い，感想や意見

を述べ合う。

○学習したことを振り返る。
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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 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

○物語の設定や出来事，変容について読

む。

○四郎とかん子がきつねに会えるのはどん

な時なのか， 森の中で何が起きたのか，

物語の最初と最後の場面で変化したことを

確かめる。

○山場を探す。表現の工夫やその効果につ

いて紹介し合う。

○四郎とかん子のきつねに対する考え方が

変わった「やま場」の場面を探す。

○表現の工夫について，思ったことや，ど

のような効果があるか考えたことを，紹介

し合う。

○物語を読んで，人間ときつねの関係につ

いて考えたことを話し合う。

○『雪わたり』の魅力を紹介する文章を書

く。

○『他の人の紹介文を読んで，着目点や表

現のよさを見つける。

○学習したことを振り返る。

下 三 登場人物の変化を読

み，自分の考えをまとめ

よう

きつねの窓

８(■２) □登場人物の心情の変化を考えながら読み，

想像したことを書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

□登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

■短歌や俳句を作るなど，感じたことや想像

したことを書く活動。

□詩や物語，伝記などを読み，内容を説明し

たり，自分の生き方などについて考えたこと

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。

○子ぎつねに対する「ぼく」の心情の変化

をまとめる。

○「窓」に移ったものや，「ぼく」と子ぎ

つねの「窓」に映ったものを比べて気づい

たことをノートにまとめる。

○不思議な世界に行ったことによって，

「ぼく」にはどのような変化があったのか

話し合う。

○「窓」でどのようなものを見たいのか，

理由と合わせて想像したことを書き，友達

と読み合う。

○学習を振り返る。

12(12) 下 二 表現の効果を考えな

がら，登場人物の関わり

をとらえて読もう

雪わたり

６(■１) □表現の工夫や登場人物の関わりをとおし

て，『雪わたり』の魅力を紹介する文章を書

く。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△文章を音読したり朗読したりすること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■文章全体の構成や展開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。

□登場人物の相互関係や心情などについて，

描写をもとに捉えること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

□物語を読み，内容を説明したり，自分の生

き方などについて考えたことを伝え合ったり

する活動。
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下 書評を書いて話し合おう ６(◇２■２) △これまでに読んだ本の中から好きな本につ

いて書評を書き，紹介し合う。

△話し言葉と書き言葉との違いに気づくこ

と。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

△日常的に読書に親しみ，読書が，自分の考

えを広げることに役立つことに気づくこと。

◇話の内容が明確になるように，事実と感

想，意見とを区別するなど，話の構成を考え

ること。

◇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。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■引用したり，図表やグラフなどを用いたり

して，自分の考えが伝わるように書き表し方

を工夫すること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

◇意見や提案など自分の考えを話したり，そ

れらを聞いたりする活動。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○自分が紹介しようとする本を読む。

○自分の考えを整理して書く。

○書いた文章を紹介し合い，互いに感想を

交流する。

○学習したことを振り返る。

＊合同で発表会を行い，工夫した点を説明

したり，感想を述べ合ったりする。

下 「図書すいせん会」をし

よう

５(■２) □印象に残った作品を取り上げ，推薦の仕方

を工夫して，「図書すいせん会」を開く。

□推薦の仕方を工夫して，「図書すいせん

会」を開き，読書の幅を広げ合う。

△日常的に読書に親しみ，読書が，自分の考

えを広げることに役立つことに気づくこと。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

■事実や経験をもとに，感じたり考えたりし

たことや自分にとっての意味について文章に

書く活動。

□詩や物語，伝記などを読み，内容を説明し

たり，自分の生き方などについて考えたこと

を伝え合ったりする活動。

□学校図書館などを利用し，複数の本や新聞

などを活用して，調べたり考えたりしたこと

を報告する活動。

☆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。

○推薦の仕方を工夫して，「図書すいせん

会」を開くという学習内容を捉え，学習の

見通しをもつ。

○推薦の仕方や好きな本について話し合

う。

○推薦する本を決めて内容を考える。

○「図書すいせん会」の準備をする。

○内容にあった効果的な方法を選ぶ。

○推薦の文章を書く。

○「図書すいせん会」を開き，推薦の文章

を読み合い，感想を伝え合ったり，友達が

推薦した本を読んだりする。
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下 言葉で伝える，心を伝え

る

３(◇１) △相手の立場を意識しながら，自分の気持ち

を言葉で伝える。

△言葉には，相手とのつながりをつくるはた

らきがあることに気づくこと。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。◇話の内容が明確になるよ

うに，事実と感想，意見とを区別するなど，

話の構成を考えること。

◇話し手の目的や自分が聞こうとする意図に

応じて，話の内容を捉え，話し手の考えと比

較しながら，自分の考えをまとめること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

◇それぞれの立場から考えを伝えるなどして

話し合う活動。

○学習内容の見通しをもつ。

○会話文を読み，二人のやりとりの背景を

理解する。

○二人のやりとりの問題点を話し合って考

える。

○二人の仲直りの仕方を考えて発表する。

○仲直りの会話文を読み，どういうところ

を大切にして仲直りしたのか，「相手の立

場に立つ」「くわしく伝える」「きちんと

確認する」というポイントを確認する。

○その他にも問題点があれば話し合う。

○p.71を読み，二人のやりとりの状況を整

理し理解する。

○人のやりとりに対し，第三者の立場から

客観的に見て，助言を考える。

○どのように伝え合えばよかったのかを考

えて二人への助言を発表し，よりよいもの

を考える。

下 敬意を表す言い方 2 △話す相手や場面に応じて，敬意を表す言い

方を適切に使い分ける。

△日常よく使われる敬語を理解し使い慣れる

こと。

○冒頭の会話文を通して，敬意を表す際に

さまざまな言い方があることを知る。

○教科書を読み，敬意を表す言い方として

どのような言い方が適切か理解する。

○場面や相手に応じて，敬意を表す言い方

として適切な言い方を選ぶ。

○学習したことを振り返る。

下 詩を味わおう

はたはたのうた

雪

1 □さまざまな昔の作品を読みながら，詩の世

界を味わう。

△比喩や反復などの表現の工夫に気づくこ

と。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

□詩を読み，内容を説明したり，自分の生き

方などについて考えたことを伝え合ったりす

る活動。

『はたはたのうた』

○全編を音読して「はたはた」という魚の

イメージを話し合う。

○題名の「うた」に着目し，「はたはた」

の繰り返しからどんな思いの「うた」であ

るかを想像し合う。

○「うた」の思いが表れるよう，工夫して

音読する。

『雪』

○二行詩『雪』を読み，描かれた情景につ

いて話し合う。

○「描かれている場所の様子」「今の時間

帯」「雪の降り方」「太郎と次郎の年齢や

関係」など，想像のための着眼点を絞り込

む。

○話し合いで出てきた着眼点について想像

を広げ，作品の世界を味わう。

○場景が伝わるように声量や間，声の調子

を工夫して音読する。

下 言葉と私たち ２(◇１■１) ○言葉に対する自分の考えを書き，言葉への

関心をもつ。

◇話の内容が明確になるように，事実と感

想，意見とを区別するなど，話の構成を考え

ること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

□学校図書館などを利用し，複数の本や新聞

などを活用して，調べたり考えたりしたこと

を報告する活動。

○自分たちにとって言葉とは何か考えてみ

る。

○教科書の三人のメッセージを読み，それ

ぞれについての感想を交流する。

○言葉に対しての自分の思いを書く。

○書いたものをグループや学級で交流し

て，言葉についての興味や関心を深める。

○学習したことを振り返る。
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1(11) 下 三 事実と意見を結びつ

けて書こう

提案文を書こう

６(■６) ■身のまわりの生活から課題を見つけ，事実

と意見を結びつけて提案文を書く。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

■文章全体の構成や展開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。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○「学習の進め方」を読んで，活動のイ

メージを具体的につかみ，学習の見通しを

もつ。

○「身のまわりの生活から，課題を見つけ

るには」「提案することがらの案」を参考

に，児童に課題意識をもたせる。

○取材して，提案する事柄を決める。

○提案文の構成を考える。

○身近な体験や経験を入れて書くと，自分

の考えが伝わりやすい文章になることをお

さえる。

○読む人に提案したいことが伝わるように

書き，推敲する。

○提案文を読んだ感想を伝え合う。

○学習を振り返る。

＊他のクラスの児童に読んでもらったり，

校内意見発表会などを活用したりする。

下 二 説得力のある文章を

書こう自分の考えを発信

しよう

６(■６) ■理由や根拠を示して，説得力のある意見文

を書く。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■引用したり，図表やグラフなどを用いたり

して，自分の考えが伝わるように書き表し方

を工夫すること。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○「学習の進め方」を読み，どのように意見

文を書くのかイメージし，学習の見通しをも

つ。

○「学習の進め方」を読み，どのように意

見文を書くのかイメージし，学習の見通し

をもつ。

○課題を決めて，取材する。

○自分の主張を効果的に伝える構成を考え

る。

○意見文を書く。

○意見文を読み返す。

○友達と読み合って，交流する。

○学習したことを振り返る。

＊他のクラスの児童に読んでもらったり，

校内意見発表会などを活用したりする。

下 かなづかいで気をつける

こと

2 △仮名遣いのきまりを理解して，文を正しく

書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

○学習内容を理解し，日常化への見通しを

もつ。

○p.28・29 の例文を読み，どちらの文字

を入れたらよいか話し合う。

○仮名遣いのきまりを理解する。

○仮名遣いのきまりに気をつけて，問題を

解く。

○日常の言語生活における仮名遣いを振り

返る。

○学習したことを振り返る。

下 言葉は時代とともに ５(■２) △言葉がその時代の人々とともに変化してき

たことを知り，自分の考えをまとめる。

△古典について解説した文章を読んだり作品

の内容の大体を知ったりすることを通して，

昔の人のものの見方や感じ方を知ること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

■文章全体の構成や展開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。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○『言葉は時代とともに』を読み，言葉の

変化について考える。

○『万葉集』や近代の代表的な文学者の作

品にふれて，その言語表現を味わう。

○『万葉集』や正岡子規，夏目漱石，芥川

龍之介の作品を音読して，それぞれの文章

の違いに気づかせる。

○身のまわりの事物から，言葉の変化を考

えてみる。

○地域のお年寄りなどに話を聞いてみても

よい。

○時代とともに変化していく言葉について

調べて，考えたことを交流する。

○学習したことを振り返る。
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下 和語・漢語・外来語 2 △和語・漢語・外来語の由来と特質を理解

し，それぞれから受ける印象の違いについて

考えることができる。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇それぞれの立場から考えを伝えるなどして

話し合う活動。

○日本語には和語・漢語・外来語があるこ

とを知り，学習活動に対する見通しをも

つ。

○和語・漢語の由来と特質について理解す

る。

○外来語の由来の基本について理解する。

○外来語が，諸外国の文化の影響を受けて

成り立っていることを理解する。

○和語・漢語・外来語から受ける印象の違

いや使い方の違いなどについて話し合う。

上 「知恵の言葉」を集めよ

う

１(■１) △生活の中で使われている知恵の言葉に気が

つき，言葉の使い方への理解を深める。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△原因と結果など情報と情報との関係につい

て理解すること。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○暮らしの中に，物の名前や物事の手順を

唱え言葉で覚える工夫があることを知り，

教材文を読んで集めたり調べたりする意欲

をもつ。

○自分の知っている「知恵の言葉」や本で

調べた覚え歌，ことわざなどを集めたり整

理したりして友達と交流する。

○自分の得意技や知っているコツを伝えや

すいように「知恵の言葉」にして紹介し合

う。

下 漢字の広場　⑤

同じ音の漢字

1 △同音の漢字，同音異義語について理解す

る。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質など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。

○「強力」と「協力」が，それぞれどんな

意味を表しているのか考える。

○同じ音の言葉である「関心」や「感心」

などの意味を国語辞典で調べ，文脈にふさ

わしい熟語をあてはめられるように話し合

う。

○意味や使い方を漢字辞典で確かめて，

「氏名」や「指名」などの言葉を使って文

を作る。

○p.85の下段の設問をノートに書き，上の

欄内の漢字の意味や使い方を漢字辞典で調

べ，それぞれふさわしい漢字をあてはめ

る。

下 漢字の広場　⑤

同じ訓をもつ漢字

1 △異字同訓について理解を深め，関心をもつ

とともに正しく使い分ける。

△第五学年及び第六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。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

○p.74上段の設問にある文例を読み，「あ

ける」の意味や使い方について考える。

○p.74下段の設問に取り組み，言葉の意味

や漢字の使い方を考えて話し合う。

○p.75上段の「つとめる」「はかる」につ

いて，辞典を使い，適切な漢字を選ぶ。

○p.75下段の言葉を使って文を作り，ノー

トにまとめ，発表し合う。
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下 四年生で学んだ漢字　⑤ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，四年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■筋道のとおった文章となるように，文章全

体の構成や展開を考えること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○四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。

○学習したことを振り返る。

下 五年生で学んだ漢字　⑤ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，五年生で

学んだ漢字などを使って文を作り，書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○五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。

○互いの作った文を読み合い，感想や意見

を述べ合う。

○学習したことを振り返る。
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○単元名とリード文を読み，「まんがの方

法」について話し合い，資料を有効に活用

した発表を行うという学習の見通しをも

つ。

○「まんがの方法」がわかりやすいまんが

を用意したり，自分の好きなまんがを持ち

寄ったりして，関心を高める。

○まんがのおもしろさのひみつについて考

える。

○まんが，絵本，物語を比べて，まんがの

特徴が何かを話し合う。

○文章で紹介されているさまざまな「まん

がの方法」が書かれている段落や，効果な

どをノートにまとめる。

○「まんがの方法」を紹介する筆者の手順

や，表現の特徴について話し合う。

○まんがに対する考えを，『まんがの方

法』を読む前と比べ，その変化を文章に表

す。

○p.99に示された三つの構成で文章を書

く。

○「読む前→気づいたこと→新たな考え」

と順を追って書かせるとよい。

○書いた文章を友達と読み合い，『まんが

の方法』を読む前と読んだ後の考えの変化

や，まんがについて気づいたことなどを交

流する。

○考えがどのように変化したか，そのきっ

かけとなった気づきはどのようなことかな

ど，視点を明確にして読み合い，交流する

ようにする。

○学習を振り返る。

下 四 伝記を読んで，人物

の生き方について自分の

考えをまとめよう

伊能忠敬

11(■３) □伊能忠敬の生き方を考えたあと，興味のあ

る人物の伝記を読んで，その人物を紹介す

る。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。

□人物像や物語などの全体像を具体的に想像

したり，表現の効果を考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

□詩や物語，伝記などを読み，内容を説明し

たり，自分の生き方などについて考えたこと

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。

○時を表す言葉や年齢を手がかりに，伊能

忠敬の人生を年表に整理する。

○伊能忠敬がどのような人物なのか（性

格・ものの見方・考え方など）がわかる文

を選んで，伊能忠敬の人物像を話し合う。

○伊能忠敬の生き方で深く考えさせられた

ことをまとめ，それについての自分の考え

をノートに書く。

○伊能忠敬について，どのような人物なの

かの紹介と，その生き方についての自分の

考えをポスターにまとめて，友達と読み合

う。

○学習したことを振り返る。

2(14) 下 四 「まんがの方法」と

その効果について，自分

の考えをもとう

まんがの方法

５(■１) □◇文章を読んでまんがの表現方法やおもし

ろさを理解し，まんがに対する自らの考えの

変化を文章に表す。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，事実と感想，意見と

を区別して書いたりするなど，自分の考えが

伝わるように書き表し方を工夫すること。

□事実と感想，意見などとの関係を叙述をも

とにおさえ，文章全体の構成を捉えて要旨を

把握すること。

□目的に応じて，文章と図表などを結びつけ

るなどして必要な情報を見つけたり，論の進

め方について考えたりすること。

□文章を読んで理解したことに基づいて，自

分の考えをまとめること。

□文章を読んでまとめた意見や感想を共有

し，自分の考えを広げること。

■事象を説明したり意見を述べたりするな

ど，考えたことや伝えたいことを書く活動。

□説明や解説などの文章を比較するなどして

読み，わかったことや考えたことを，話し

合ったり文章にまとめたりする活動。
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下 ひみつを調べて発表しよ

う

５(◇５) ◇資料を生かした構成を考えて，効果的に発

表する。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

△日常よく使われる敬語を理解し使い慣れる

こと。

△情報と情報との関係づけの仕方，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。

○不思議だと思うことからテーマを選び，

調べて発表するという学習の見通しをも

つ。

○テーマを決め，伝えたいことの中心を考

える。

○表の中心になる柱を決める。

○内容にそった資料を集める。

○発表の準備をする。

○発表の仕方の工夫について考える。

○発表練習を行い，発表の内容と方法を見

直す。

○発表する。

○自分たちの発表を振り返る。

＊合同で発表会を行い，工夫した点を説明

したり，感想を述べ合ったりする。

下 日本語の文字 2 △日本語の文字の由来や特徴に関心をもち，

適切に使い分けることができる。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いにも注意

して書くこと。

△語句の由来などに関心をもつとともに，時

間の経過による言葉の変化や世代による言葉

の違いに気づき，共通語と方言との違いを理

解すること。また，仮名及び漢字の由来，特

質などについて理解すること。

○日本語は，さまざまな文字を使って書き

分けられていることを知り，学習活動に対

する見通しをもつ。

○漢字の由来・特徴について理解する。

○平仮名と片仮名の由来・特徴について理

解する。

○ローマ字の由来・特質について理解す

る。

○日本語の文字と外国語の文字との違いに

ついて理解する。

○日常生活の中で，日本語の文字がどのよ

うに使われているかを話し合う。

○学習したことを振り返る。

下 漢字の広場　⑥

送りがなのきまり

1 △送り仮名について理解を深め，正しく書

く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

○二つの文にあるそれぞれの「集」の適切

な送り仮名について話し合う。

○動詞や様子を表す言葉など，活用のある

言葉の送り仮名について知る。

○名詞のように活用のない言葉の送り仮名

について知る。

○p.109下段の設問を解き，送り仮名のき

まりについての関心を深める。

下 漢字の広場　⑥

さまざまな読み方

1 △同形異語や熟字訓，同字異訓についての理

解を深め，言葉の使い方に関心をもつ。

△第五学年及び第六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。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

○学習内容を理解し，学習の見通しをも

つ。

○「上手」を例に，意味によって読み方が

変わる言葉（同形異語）について知り，そ

れぞれの意味や感じ方の違いを比べる。

○p.108下段の設問に取り組み，話し合

う。

○「特別な読み方の言葉」について知り，

p.110の一覧表を使って，どのような言葉

があるのか確かめる。

○「降」「背」「夜」「尊」など，複数の

訓がある漢字（同字異訓）の読み分け方に

ついて関心をもつ。

○p.155からの「小学校で学んだ漢字」を

もとに複数の訓がある漢字を探し，送り仮

名に注意し，表現の効果などについて確か

めたり，工夫したりして文を書き，友達ど

うしで読み合う。
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下 四年生で学んだ漢字　⑥ １(■１) △絵を見て想像したことをもとに，四年生で

学んだ漢字などを使って文を書く。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△第五学年及び第六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。

■文章全体の構成や書き表し方などに着目し

て，文や文章を整えること。

○教科書の絵を見て，描かれている様子に

ついて説明する。

○四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，誤りを正したりして，発表し合う。

○学習したことを振り返る。

25



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 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

◇■□卒業を前に六年間の言葉の学びを振り

返り成長を自覚するとともに，中学校での新

しい言葉との出会いの希望をもつ。

△話し言葉と書き言葉との違いに気づくこ

と。

△文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分

けるとともに，送り仮名や仮名遣いに注意し

て正しく書くこと。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句との関係，語

句の構成や変化について理解し，語彙を豊か

にすること。また，語感や言葉の使い方に対

する感覚を意識して，語や語句を使うこと。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

◇互いの立場や意図を明確にしながら計画的

に話し合い，考えを広げたりまとめたりする

こと。

■目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく

書いたりするとともに，自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。

■文章全体の構成や展開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。

■事実や経験をもとに，感じたり考えたりし

たことや自分にとっての意味について文章に

書く活動。

○六年間の言葉の学びを振り返りながら，

「卒業式で自分におくりたい言葉」を選

ぶ。

○自分で選んだ言葉をグループ内で交流す

る。

○選んだ言葉を工夫して表現する。

○さまざまな表現方法で選んだ言葉を交流

し，みんなの思いを共有する。

○学習したことを振り返る。

3(18) 下 五 みすゞをさがし求め

た筆者について，考えを

まとめよう

みすゞさがしの旅――み

んなちがって，みんない

い

５(■１) □筆者の心情や考えを読み，自分の考えをま

とめる。

△文の中での語句や係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

△思考に関わる語句の量を増し，話や文章の

中で使うとともに，語句と語句の関係，語句

の構成や変化について理解し，語彙を豊かに

すること。また，語感や言葉の使い方に対す

る感覚を意識して，語や語句を使うこと。

■目的や意図に応じて，感じたことや考えた

ことなどから書くことを選び，集めた材料を

分類したり関係づけたりして，伝えたいこと

を明確にすること。

○単元とびらを読んで，学習の見通しをも

つ。

○みすゞをさがし求める筆者の行動から，

その時の筆者の心情を考える。

○「いつ」「どのようなこと」があったの

かに気をつけて，筆者の「みすゞさがしの

旅」を表にまとめる。

○作った表に，その時の筆者の心情を書き

加える。

○作った表をもとに，筆者の心情につい

て，考えたことを話し合う。

○筆者は，みすゞの作品の，どのようなと

ころに心を惹かれたのか，文章中に取り上

げられている作品をもとに話し合う。

○みすゞをさがし求める筆者について，考

えをノートにまとめ，友達と読み合う。

○学習したことを振り返る。

下 五 出会った言葉をふり

返ろう

ひろがる言葉

８(◇４■４)
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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，計画的に学

習できるようにする。

△文の中での語句の係り方や語順，文と文と

の接続の関係，話や文章の構成や展開，話や

文章の種類とその特徴について理解するこ

と。

◇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づけ

たりして，伝え合う内容を検討すること。

○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，「五年生で学ぶこと」を

見ながら書き出したり話し合ったりする。

○出し合ったことがどのように広がってい

くのか，想像したり希望を出し合ったりす

る。
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