
第５学年国語科学習指導案 

               大分大学教育学部附属小学校 

１．単元名  心惹かれたちょっと不思議な物語の魅力を推薦しよう 

       共通学習材：平成２９年度全国学力・学習調査問題Ｂ３より「きつねの写真」 

       並行読書材：ファンタジー作品 

（雪渡り，注文の多い料理店，虹の林の向こうまで，ぼくのピエロ，石ころ，魔術） 

 

２．言語活動とその特徴 

（１）言語活動 

本単元の言語活動として，高学年の読むことの言語活動例「エ 本を読んで推薦の文章を書くこ

と」を具体化し，読んで心惹かれたファンタジー作品の魅力について推薦することを位置づけた。 

 

（２）言語活動の特徴 

  本単元で子どもたちが書く推薦カードの文章は次のような構造を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜あらすじ＞ 

登場人物の相互関係や，

場面設定などを大まかに

とらえてまとめる。 

【既習：低読イ】 

＜ここがおすすめ＞ 

心惹かれた物語の魅力に

ついて，登場人物の相互

関係や心情，場面などの

描写をとらえ，優れた叙

述に着目して自分の考え

をまとめる。【読エ】    

物語の最初の部分を中心

に，「いつ」「どこで」

「誰が」「どうした」を

基本にまとめる。 

１段落目･･･一番惹き付け

られた場面や叙述を中心

に物語の魅力をまとめ

る。 

２段落目･･･推薦を意識

し，おすすめの読み方や

相手についてまとめる。 

心惹かれた場面（ピンクの付箋） 

登場人物の相互関係や，場面設定

などを大まかにとらえながら，心

惹かれた場面を見付ける。【読エ】   

心惹かれたわけの交流とメモ（青の付箋） 

物語の魅力について登場人物の相互関係や

心情，場面などの描写をとらえ，優れた叙述

に着目して交流する。【読エ】    

推薦カード 

全文シート 



  子どもたちは心惹かれたファンタジー作品について，物語を推薦するときの視点を基に読み，心

惹かれた叙述を比べたり関連づけたりしながら自分の考えをまとめていく構造になっている。 

 

（３）言語活動とねらいの結びつき 

子どもたちは心惹かれたファンタジー作品について推薦する文章にまとめるために，６種類のフ

ァンタジー作品（ちょっとふしぎな物語）を読んでいく。この時に本単元でねらう第５学年及び第

６学年「Ｃ 読むこと」の指導事項「エ 登場人物の相互関係や心情，場面の様子についての描写

をとらえ，優れた叙述について自分の考えをまとめること」の力をつけることができると考えた。 

 

３．単元について 

（１）児童について 

これまでに「Ｃ 読むこと」の指導事項「エ 登場人物の相互関係や心情，場面の様子について

の描写をとらえ，優れた叙述について自分の考えをまとめること」に関わって，本のショーウィン

ドウでお気に入りの椋鳩十作品を推薦するという言語活動を行った。この学習では，場面の様子や

描写をとらえることは出来たが，なぜその場面や描写を推薦するのかという理由について十分に吟

味できておらず，他の場面や描写と比較したり関連づけたりしながら推薦の理由を明確にする力を

更にのばしたいと考えている。 

 

 （２）教材及び単元構想について 

①教材について 

子どもたちにとって「ファンタジー作品」そのものは映画や漫画など映像を中心に身近ではあ

り，好きだという児童も多い。好きな理由として｢不思議さ｣に着目は出来ているものの，不思議

な世界観やストーリー展開，仕掛け（布石）などの構成については漠然としか気付いていない。

そこで，ファンタジー作品の中でも｢不思議さ｣を中心に登場人物の相互関係や心情，場面につい

ての描写や構成に着目できるような７つの作品を選び，共通学習材とし｢きつねの写真｣，その他

の６作品を並行読書材として選んだ。「推薦したい」と思う心惹かれる作品の魅力を明確にしてい

くことを通して，「読むこと」指導事項エに迫ることの出来る教材であると考えている。 

②単元構想について                                                       

事前指導として，朝の時間のフリートークの時間に映画を見たり漫画で読んだりしたファン 

タジー作品の魅力などをテーマとして話したり，読書コーナーに並行読書材をおいたりして興味 

関心を高めておくようにする。 

第一次では，今までに読んだ物語の魅力を想起したり，教師モデルを参考にしたりするなどし

て，登場人物の描かれ方，構成の工夫，表現の特色など物語の魅力を見付けるための視点を捉え

ることができるようにする。 

第二次では，「きつねの写真」を読んで，一番心惹かれた場面や叙述を選び，その理由を伝える

ことで，互いの考えを交流できることができるようにする。その際，互いの考えの共通点や相違

点を記録し，｢推薦カード｣に生かすことができるようにする。 

   第三次では｢きつねの写真｣で学習したことを確認することで，自分が選んだ物語の推薦理由を

考えることができるようにする。その際，推薦理由について悩んでいることなどを中心に，友達

と交流し，自分が選んだ物語の推薦理由を明確にすることができるようにする。 

   学習後は各自が選んだ本に｢推薦カード｣を添えて，学校図書館（出来れば県立図書館）等に展

示することで，子どもたちが目的を持って読むことができるようにする。 

  ③指導の工夫について 

   子どもたちが｢推薦カード｣で物語の魅力を推薦するという目的を持って読むことが出来るよ

うに，学校図書館や県立図書館と連携したり，これまでの学習を想起させながら学びの意義を確

かめさせたりしていきたい。同時に，これまで出会ったファンタジーについての思いを引き出し，

人間の想像力が生み出した作品が私たちの生活に潤いを与えてくれることなどにも触れながら，

「想像」や｢空想｣は生活に身近であるということも実感させたい。 

また，教師自身が心惹かれたちょっと不思議な物語の魅力を推薦することで，子どもたちが推

薦するという言語活動に対する見通しを持てるようにしていきたい。 



本単元では心惹かれた物語の魅力を中心に推薦していくが，今までに読んだ物語の魅力を想起

させたり，教師モデルを参考にさせたりしながら，読みの視点を明確にしていくようにする。読

みの視点として，指導事項や既習事項を踏まえ，以下の内容を考えている。 

〇登場人物に関わって･･･人物像，相互関係，心情の変化  

〇構成に関わって･･･････ストーリー展開(起承転結)，場面設定(時代，場所)，仕掛け(布石) 

アイテム(物語の中で意図的に繰り返し描かれるもの) 

〇表現に関わって･･･････方言，色彩，比喩(直喩･暗喩･擬人法)，反復，情景描写 など 

更に，「自分の考えを明確にしたい」「困りを解決したい」などの目的を持って交流させること

で協働的に学ぶことが出来るようにする。その際，互いの考えの共通点や相違点を全文シートや

ノート記録し，｢推薦カード｣に生かすことができるようにする。そして，それらを通してファン

タジー作品の魅力である不思議な世界の描かれ方やストーリー展開などにも着目できるように

し，叙述と叙述を関連づけたり，友達の考えと比較させたりする中で深い学びへとつなげていき

たい。 

 

４．単元の指導目標 

〇自分が推薦しようと考えた理由を明らかにしようとしながら対象となる本を読み返したり，相手

を意識して推薦したりしている。                  （関心・意欲・態度）                                

〇心惹かれた物語の魅力について，登場人物の相互関係や心情，場面の描写などの優れた叙述につ

いて自分の考えをまとめることができる。            （読むことエ） 

〇物語の魅力を増す比喩や反復などの表現の工夫に気付いたり，文や文章の構成を理解したりする

ことができる。        （伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項イ(ｷ)(ｹ)） 

 

５．単元の評価規準 

国語への関心・意欲・態度 読むこと 言語についての知識・意欲・態度 

自分が推薦しようと考えた

理由を明らかにしようとし

ながら対象となる本を読み

返したり，相手を意識して推

薦したりしようとしている。  

 

心惹かれた物語の魅力について

登場人物の相互関係や心情，場

面の描写などの優れた叙述に着

目して，自分の考えをまとめて

いる。      （エ）                                                                                         

文や文章にはいろいろな構成が

あることについて理解してい

る。        （イ(ｷ)）

比喩や反復などの表現の工夫に

気付いている。   （イ(ｹ)） 

 

６．指導と評価計画 

次 時 主な学習活動 【評価】（評価方法）※指導上の留意点 

事

前 

０ 朝の時間のフリートークの時間に映画を見たり漫画で読んだりしたファンタジー作品の

魅力などをテーマとして話したり，読書コーナーに並行読書材をおいたりして興味関心

を高めておくようにする 

第

一

次 

１ 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今までの学習やファンタジー

作品を読んだ経験，教師の提

示した｢推薦カード｣を基に，

物語の魅力を見付ける視点を

とらえ，学習の見通しを持つ。 

○め学習のねらいをつかみ，学習

計画を立てよう。 

 

【関】物語の魅力について推薦してみようという思いを

持ち，これからの学習に臨もうとしている。  

  （ふり返り） 

※今までに読んだ物語の魅力を想起したり，教師モデル

を参考にしたりするなどして，登場人物，構成，表現

の特色など物語の魅力を見付けるための視点を捉え

ることができるようにする。 

※目的を持って読むことが出来るように，学校図書館や 

県立図書館と連携したり，これまでの学習を想起させ

ながら学びの意義を確かめたりできるようにする。 

※子どもたちがこれまで出会ったファンタジー作品に

対する思いを引き出し，人間の想像力が生み出した作

品が私たちの生活に潤いを与えてくれることなどに



も触れ，「想像」や「空想」が豊かな生活に身近である

ことも実感できるようにする。 

第

二

次 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共通学習材：きつねの写真＞ 

〇物語の推薦に向け｢きつねの

写真｣を読み，場面設定や登場

人物など大まかにとらえなが

ら，心惹かれた場面を見付け

る。 

○め 物語の推薦に向け｢きつねの

写真｣のあらすじをとらえ，一

番心ひかれた場面をはっきり

させよう。 

○手あらすじ･･･いつ，どこで，だ

れが，どうした 

【読エ】｢きつねの写真｣について，登場人物の相互関係

や，場面設定などを大まかにとらえながら，心惹かれ

た場面を見付けている。  

（推薦カード，付箋，ふり返り） 

【伝国】場面設定や仕掛けなど，物語の魅力を増す，

構成の工夫があることについて理解している。 

イ(ｷ)）                                                       

【伝国】比喩や反復などの表現の工夫に気付いてい

る。                 （イ(ｹ)） 

※家庭学習として，心惹かれる場面や叙述には付箋を

貼ってくるようにしておく。（複数可） 

※「伝国(ｷ)(ｹ)」については，この時間だけでなく，第 

三次まで随時評価出来るようにする。 

４ 

 

＜共通学習材：きつねの写真＞ 

〇物語の推薦に向け｢きつねの

写真｣を読み，特に心惹かれた

場面や叙述について，物語の

魅力を見付ける視点を基に交

流し，推薦の理由を明確に 

する。 

 

○め 物語の推薦に向け｢きつねの

写真｣の魅力について，はっき

りさせよう。 

○手魅力の視点（１時間目に確認） 

 各自の困り 

 ・視点がはっきりしない 

 ・他にも魅力に関係する叙述

がありそう 

 ・魅力の理由が不明確 等      

【読エ】｢きつねの写真｣の魅力について登場人物の相互

関係や心情，場面の描写などの優れた叙述に着目して

読んでいる。 

（交流の様子，全文シート，メモ，ふり返り） 

【伝国】場面設定や仕掛けなど，物語の魅力を増す，

構成の工夫があることについて理解している。 

（イ(ｷ)）                                                       

【伝国】比喩や反復などの表現の工夫に気付いてい

る。                 （イ(ｹ)） 

※「きつねの写真」を読んで，一番心惹かれた場面や叙

述を選び，その理由を伝えることで，互いの考えを交

流できることができるようにする。その際，互いの考

えの共通点や相違点を全文シートやノート記録し，

｢推薦カード｣に生かすことができるようにする。 

※交流に入る前に交流の視点を明確にする。ここでは１

時間目に確認した魅力の視点を確認するとともに，各

自が交流で何をはっきりさせたいのかという課題（困

り）を明確にする。 

※根拠となる叙述を問う「どこからそうおもうのか」や

理由を問う「どうして？」など，交流で生まれた疑問

を解決するための質問の仕方も確認しておく。 

５ ＜共通学習材：きつねの写真＞ 

〇物語の推薦に向け｢きつねの

写真｣を読み，特に心惹かれた

場面や叙述を中心に，物語の

魅力を推薦する文章を書く。 

○め 物語の推薦に向け｢きつねの

写真｣の魅力を推薦カードに

まとめよう。 

○手交流の記録 

（全文シートやメモ等） 

 

【読エ】｢きつねの写真｣の魅力について登場人物の相互

関係や心情，場面の描写などの優れた叙述に着目して

まとめている。  （推薦カード，ふり返り） 

【伝国】場面設定や仕掛けなど，物語の魅力を増す，

構成の工夫があることについて理解している。 

（イ(ｷ)）                                                       

【伝国】比喩や反復などの表現の工夫に気付いてい

る。                 （イ(ｹ)） 

※前時の交流の際の，全文シートやノートの記録を｢推

薦カード｣に生かすことができるようにする。 



第

三

次 

６ ＜各自が選んだ作品＞ 

〇物語の推薦に向け｢各自が選

んだ作品｣を読み，場面設定や

登場人物など大まかにとらえ

ながら，心惹かれた場面を見

付ける。 

○め 物語の推薦に向け｢自分が選

んだ作品｣のあらすじをとら

え，一番心ひかれた場面をは

っきりさせよう。 

○手「きつねの写真」での学習 

あらすじ･･･いつ，どこで，だ

れが，どうした 

【読エ】｢自分が選んだ作品｣について，登場人物の相互

関係や，場面設定などを大まかにとらえながら，心惹

かれた場面を見付けている。  

（推薦カード，付箋，ふり返り） 

【伝国】場面設定や仕掛けなど，物語の魅力を増す，

構成の工夫があることについて理解している。 

（イ(ｷ)）                                                       

【伝国】比喩や反復などの表現の工夫に気付いてい

る。                 （イ(ｹ)） 

※家庭学習として，心惹かれる場面や叙述には付箋を

貼ってくるようにしておく。（複数可） 

※学習の手がかりとして｢きつねの写真｣での学びや困 

り，ふり返りを想起させ，いかせるようにする。 

７ 

 

＜各自が選んだ作品＞ 

〇物語の推薦に向け｢自分が選

んだ作品｣を読み，特に心惹か

れた場面や叙述について，物

語の魅力を見付ける視点を基

に交流し，推薦の理由を明確

にする。 

 

○め 物語の推薦に向け｢自分が選

んだ作品｣の魅力について，は

っきりさせよう。 

○手魅力の視点（１時間目に確認） 

 各自の困り 

 ・魅力の視点が不明確 

 ・魅力の理由が不明確 

 ・心ひかれる場所が複数 

 誰と交流するか      

【読エ】物語の魅力について登場人物の相互関係や心

情，場面の描写など優れた叙述に着目して読んでい

る。（交流の様子，全文シート，ノート，ふり返り） 

【伝国】場面設定や仕掛けなど，物語の魅力を増す，

構成の工夫があることについて理解している。 

（イ(ｷ)）                                                       

【伝国】比喩や反復などの表現の工夫に気付いてい

る。                 （イ(ｹ)） 

※「自分が選んだ作品」を読んで，一番心惹かれた場面

や叙述を選び，その理由を伝えることで，互いの考え

を交流できることができるようにする。その際，互い

の考えの共通点や相違点を全文シートやノート記録

し，｢推薦カード｣に生かすことができるようにする。 

※交流に入る前に交流の視点や課題（困り）を明確にし，

誰と何を交流するかをはっきりさせておく。 

※根拠となる叙述を問う「どこからそうおもうのか」や

理由を問う「どうして？」など，交流で生まれた疑問

を解決するための質問の仕方も確認しておく。 

８ ＜各自が選んだ作品＞ 

〇物語の推薦に向け｢自分が選

んだ作品｣を読み，特に心惹か

れた場面や叙述を中心に，物

語の魅力を推薦する文章を書

く。 

○め 物語の推薦に向け｢自分が選

んだ作品｣の魅力を推薦カー

ドにまとめよう。 

○手交流の記録（ノート等） 

 

【読エ】物語の魅力について登場人物の相互関係や心

情，場面の描写等の優れた叙述に着目してまとめてい

る。         （推薦カード，ふり返り） 

【伝国】場面設定や仕掛けなど，物語の魅力を増す，

構成の工夫があることについて理解している。 

（イ(ｷ)）                                                       

【伝国】比喩や反復などの表現の工夫に気付いてい

る。                 （イ(ｹ)） 

※前時の交流の際の，全文シートやノートの記録を｢推

薦カード｣に生かすことができるようにする。 

※書き終わった児童から随時交流し，お互いの学びを実

感できるようにする。 

事

後 

 できあがった推薦カードは，学校図書館の読書コーナーに置いてもらい，学校のＨＰで

もアップするようにする。（可能であれば，県立図書館や） 

 

 


