
第４学年 国語科学習指導案
２０１８年１０月２４日 ５校時

指導者 Ｔ１：山本 清子

Ｔ２：後藤 龍太郎

１．単元名 １・２年生に絵本をおすすめするしょうかい文を書こう。

～クライマックスを一文でつたえよう。～ （「ごんぎつね」光村図書）

２．単元目標 ◎場面の移り変わりに注意しながら、登場人物の性格や気持ちの変化、情景などに

ついて、叙述をもとに想像して読むことができる。 【読むこと ウ】

・文章を読んで、考えたことを発表し合い、互いの考えの共通点と相違点を考えな

がら話し合うとともに、一人ひとりの感じ方の違いに気づくことができる。

（読むこと オ）

３．指導の立場

○児童について

子どもたちは「白いぼうし」や「一つの花」の学習を通して、登場人物の会話や行動、気持

ちを表す言葉に着目して読めば、その人がらや気持ちをとらえることができることを学んでい

る。そのため叙述をもとに登場人物の気持ちを考えようとしたり、自分の考えを持とうとした

りする姿が見られるようになってきている。しかし、場面の様子やこれまでの気持ちと結びつ

けてて考えることは難しく、そのときのその叙述だけで考えようとしてしまうため、読みが深

まらない実態がある。

○教材について

本教材は、ひとりぼっちでいたずらばかりをしているごんが、自分のしたいたずらのせいで

兵十の母親を死なせたと考え、後悔し、つぐないを行うが、そのつぐないも兵十には分かって

もらえず、兵十に撃たれたあとでやっと気づいてもらえるという悲しい物語である。中心人物

であるごんの気持ちは、場面の移り変わりの中で揺れ動いている。また兵十のごんに対する思

いは１場面のあと、いきなり６場面で強い気持ちとなって表現されている。そこで、登場人物

の心がいちばん動いた場面を紹介するという言語活動を設定することで、二人の気持ちの変化

を読み取らせていきたい。二人の関係性や気持ちの変化を読み取るには、行動や会話、様子の

叙述からごんと兵十の気持ちを想像し、複数の場面を結びつけながら考える必要がある。１つ

の叙述だけでなく、複数の場面の複数の叙述を根拠に、より具体的に人物像を思い描く学習す

るのに適した教材といえる。

○指導について

「クライマックスをつたえる一文で、お話をしょうかいしよう」という言語活動をなげかけ、

３年生で学習した『モチモチの木』を紹介するモデルを見せる。このとき、クライマックスと

いうのは、今回は登場人物の心がいちばん動いた場面と設定することを確認しておく。そのた

め、子どもたちはごんと兵十の心の動きに注意しながら読んでいこうという学習意欲をもつで

あろう。

子どもたちの実態から、教材文は場面ごとに読み取らせていくようにする。全員で場面の様

子やごん、兵十の気持ちをおさえたあとで、中心となる叙述を１つにしぼり、ごんや兵十の気

持ちを考えさせるようにする。さらに、物語の流れや場面の様子を結びつけて登場人物の気持

ちを想像させるために、ごんの願いや気持ち、兵十の気持ちの変化をまとめ、掲示していく。

毎時間、その掲示をふり返りることで、それまでのごんと兵十の気持ちや二人の関係と結びつ

けて想像させたい。また、想像したごんと兵十の気持ちの裏付けとなる叙述もふせんで掲示の

中に位置づけておき、紹介文を書くときの参考にさせる。

紹介文のモデルは「選んだ一文」「心が動く前」「いちばん心が動いた場面」「心が動いた後」

と分かるように色分けして示しておく。「いちばん心が動いた場面」には出来事だけでなく、

その人がどう考えた、どう思ったから心が動いたのか、人物の気持ちを想像して書くようにさ



せる。「選んだ一文」には、ごんまたは兵十の心がいちばん動いたと思う文を１つ、引用させ

る。「心がいちばん動いた場面」を真ん中に、その前と後でどう変わったか、３つの枠にわけ

たワークシートを用意し下書きをさせ、それをもとに「クライマックスを一文でつたえるしょ

うかい文」を書かせるようにする。

さらに、『ごんぎつね』で学習したことを生かして、自分で選んだ絵本で「クライマックス

を一文でつたえるしょうかい文」を書かせる。できあがった紹介文は図書室に掲示し、低学年

が本を選ぶときの参考にしてもらうことを伝え、学習の意欲付けとしたい。

４．単元の評価規準

国語への関心・意欲・態度 読む能力 言語についての知識・理解・技能

叙述に着目して読み、感じ 場面の移り変わりに注意しながら、登場 言葉には、考えたことや

たことや考えたことを進ん 人物の性格や気持ちの変化、情景などに 思ったことを表す働きが

で話し合おうとしている。 ついて、叙述をもとに想像して読んでい あることに気づいている。

る。

５．単元指導計画（全１０時間）

学習活動 指導上の留意点 評価（方法）

「ごんぎつね」を読み、 ・兵十について書くのが難しいときに ごんと兵十について、

１ ごん、兵十についての感 は、兵十の行動で一番心に残っている 自分が感じたことを

想を出し合い、学習計画 場面からどんな人がらか想像させる。 書いている。

を立てる。 ・感想のずれから、学習計画を立てる。 （ノート）

クライマックスを一文でつたえよう。

・「モチモチの木」でモデルを示し、学

習の見通しを持たせる。

１場面を読み、いたずら ・いたずら以外でごんのことが分かる叙 ごんが村の人たちに

第 をするごんの気持ちを考 述に青線を引かせ、ごんがひとりぼっ かまってもらいたく

一 ２ える。 ちでさみしいこと、村の人たちなかよ ていたずらをしてい

次 くなりたいと思っていることに気づか ることに気づいてい

せる。 る。 （ノート）

・兵十の気持ちがわかる叙述に赤線を引

かせ、ごんと村の人の気持ちがすれ違

っていることにも気づかせておく。

２場面を読み、兵十のお ・ごんの気持ちが分かる叙述に青、兵十 ごんの深い後悔の気

っかあのそうしきの夜、 の気持ちが分かる叙述に赤で線を引か 持ちと、いたずらで

一人で反省するごんの気 せる。 は村の人となかよく

３ 持ちを考える。 ・ごんがどんな気持ちでいたずらをして なれないとにごんが

いたのかをふり返り、なかよくなりた 気づいたことに気づ

いという気持ちでしたいたずらが、兵 いている。

十を悲しませてしまったことにごんが （ノート）

気づいたことに気づかせる。

３場面を読み、そっと入 ・ごんと兵十の気持ちが分かる叙述に ひとりぼっちになっ

り口にくりを置いて帰る 青、赤の線を引かせる。 た兵十に、なんとか

ごんの気持ちを考える。 ・ごんと兵十の境遇が似ているところを つぐないをしたいと



出させる。 思っているごんの気

４ ・いわしを兵十の家に投げ込んだときの 持ちに気づいている。

ごんの気持ちをおさえてから、次の日 （ノート）

そっとくりを置いて帰るごんの気持ち

と比較しながら考えさせる。

・ごんの願いは村の人となかよくなりた

いことであったことをおさえる。

４場面を読み、いどのそ ・ごんと兵十の気持ちが分かる叙述に つぐないがうまくい

ばでしゃがんでまってい 青、赤の線を引かせる。 っていることや、自

５ るごんの気持ちを考える。・うなぎのときとちがって今回は兵十が 分がしていることに

おこっていないことや、ごんが自分が 気づいてくれるか期

していることに気づいてくれるか期待 待しているごんの気

して待っていることに気づかせる。 持ちに気づいている。

（ノート）

５場面を読み、神様のし ・ごんと兵十の気持ちが分かる叙述に これまでいたずらば

６ わざだという話を聞いた 青、赤の線を引かせる。 かりしてきたため、

ごんの気持ちを考える。 ・神様のしわざと言われて、くやしいよ つぐないをしても自

りも悲しい、さみしい気持ちの方が強 分に気づいてもらえ

いことに、これまでのごんの行動や気 ないごんのさみしい

持ちの変化をおさえることで気づかせ 気持ちに気づいてい

る。 る。 （ノート）

６場面を読み、ぐったり ・ごんと兵十の気持ちが分かる叙述に くりを持って来てく

と目をつぶったままうな 青、赤の線を引かせる。 れたことを知らずに

ずいたごんと、火なわじ ・自分だと気づいてくれないのに変わら うってしまったこと

７ ゅうをばたりと取り落と ずくりを兵十に届けるごんのつぐない を後悔する兵十の気

・ した兵十の気持ちを考え たいという強い気持ちをおさえる。 持ちに気づいている。

８ る。 ・「あのごんぎつめが」と「ごん、おま 兵十にうたれたが、

いだったのか」という言葉を比べるこ やっと自分だと気づ

とにより、兵十のごんに対する気持ち いてもらえたごんの

の変化と後悔に気づかせる。 気持ちを想像してい

・ごんの願いをふり返ることにより、兵 る。

十が自分のつぐないに気づいてくれた （ノート）

ときのごんの気持ちを想像させる。

ごんまたは兵十の心の変 ・ごんと兵十のどちらかを選ばせ、前と 叙述をもとに、ごん

化が分かるように、しょ 後でどう変わったかを書かせる。 または兵十の変化を

うかい文を書く。 ・心が動く前と後で、その様子が分かる 紹介する文を書いて

９ 叙述をそれぞれ選ばせ、教科書に緑と水 いる。

色で線を引かせる。 （ワークシート）

・線を引いた叙述をもとに、どうかわっ

たのかが分かるようワークシートに書か

せる。

・心が動く前と後の変化が分かる文にな

第 っているか、いちばん分かる行動を選ん

二 でいるかの２点で見直しをする。

次 ・モデルに合わせて「心が動く前」

「（ ）の心がいちばん動いた場面」「心



が動いた後」に分けて書けるワークシー

トを用意する。

心がいちばん動いた場面 ・変化のきっかけになった出来事を選 クライマックスをつ

について、きっかけや理 び、教科書に黄色の線を引かせる。 たえる一文を選び、

１０ 由を考え、クライマック ・線を引いた叙述をもとに、きっかけに その時の気持ちを想

スをつたえる一文を選ぶ。 なった出来事をワークシートに書かせ 像して書いている。

本 る。 （ワークシート）

時 ・その時、ごんまたは兵十がどう考えた

かを想像し、ワークシートに書かせる。

・それがわかる一文を、クライマックス

をつたえる一文として選ばせる。

・選んだ一文とその時の気持ちが合って

いるかという視点で見直しをさせる。

１１ クライマックスをつたえ ・ワークシートをもとに、物語を紹介す 読む人に分かりやす

るしょうかい文をせい書 る文章を書き、清書をさせる。 いように清書してい

する。 ・さし絵もかかせる。 る。 （紹介文）

自分が選んだ絵本で、中 ・「ごんぎつね」と同じワークシートに 中心人物の変化を、

心人物の変化が分かるよ 書かせる。 叙述をもとに紹介す

１２ うにしょうかい文を書く。・心が動く前と後で、その様子が分かる る文を書いている。

叙述をそれぞれ選ばせ、どう変わった

のかが分かるようワークシートに書か （ワークシート）

第 せる。

三 ・心が動く前と後の変化がわかる文にな

次 っているか見直しをする。

心が動く前と後の変化が ・叙述をもとに、変化のきっかけになっ クライマックスをつ

わかる文になっているか た出来事をワークシートに書かせる。 たえる一文を選び、

１３ 見直しをする。 ・その時、主人公がどう考えたかを想像 その時の気持ちを想

し、ワークシートに書かせる。 像して書いている。

・それがわかる一文を、クライマックス （ワークシート）

をつたえる一文として選ばせる。

１４ クライマックスをつたえ ・ワークシートをもとに、絵本を紹介す 読む人に分かりやす

るしょうかい文をせい書 る文章を書き、清書をさせる。 いように清書してい

する。 ・さし絵もかかせる。 る。 （紹介文）



６．本時案

（１）題目 心がいちばん動いた場面をしょうかいする文を書き、クライマックスをつたえる一文

を選ぼう。

（２）主眼 クライマックスをつたえる一文を選び、心が動くきっかけとなった出来事と選んだ一

文、心が動いた後の様子を結びつけて考えることにより、ごんまたは兵十のそのとき

の気持ちを想像し、ワークシートに書くことができる。

（３）展開

学習活動 時 指導および指導上の留意点

１．本時の学習を ５ ○前時をふり返り、本時の活動を確認する。

確認する。

○○の心がいちばん動いた場面をしょうかいする文を書き、

クライマックスをつたえる一文を選ぼう。

○『モチモチの木』のモデルで、書き方を説明する。

・「きっかけとなった出来事」は、教科書の文をもとに書く。

・「その時、○○がどう思ったか（考えたか）」は、ごんまたは兵十の気

持ちを想像して自分で書く。

・「選んだ一文」は、教科書の文をそのまま書く。

２．「心がいちば ２５ ○ワークシートの『心がいちばん動いた場面』を書かせる。

ん動いた場面」 ・「きっかけとなった出来事」を教材文から見つけ、黄色の線を引かせ

を書く。 ておき、それをもとに文を書かせる。

・「前（緑）」→「出来事（黄色）」→「後（水色）」がつながっているか

という視点で見直しをさせる。

○「その時、○○がどう思ったか（考えたか）・」（ピンクで囲んでおく）

を書かせる。

教材文をもとに書くのではなく、その人物の気持ちを想像し自分で書か

せる。

・気持ちを想像するのが苦手な子どもは、自分のノートに書いている気

持ちを読ませ、そこから選ばせる。①

また、掲示しているごんと兵十の気持ちの変化から、その時の気持ちを

表現する言葉を選ばせる。②

・「出来事」→「どう思ったか（ピンク）」→「後（水色）」がつながっ

ているかという視点で見直しをさせる。

○最後に心がいちばん動いた「一文」を選ばせる。

「きっかけとなった出来事」「どう思ったか（ピンク）」に合っている

一文を選ぶという視点を与える。

・なかなか選べない子どもには、掲示しているごんと兵十の気持ちの変

化から、自分が書いた気持ちと同じ場所に貼っているふせんを参考にさ

せる。②

○選んだ一文とピンクに書いた気持ちが合っているか見直しをさせる。



予想される一文と、その時気持ち（ピンクにこれは書かせたい）

ごん「ちょっ、あんないたずらをしなけりゃよかった。」

おれのせいで兵十のおっかあが死んでしまった。兵十、ごめん。

ごん「おれと同じ、ひとりぼっちの兵十か。」

おれもひとりぼっちだから、兵十のさみしい気持ちはわかるよ。

兵十を元気にしたいな。兵十となかよくなりたいな。

ごん「次の日も、その次の日も、ごんはくりを拾っては兵十のうちへ持

ってきてやりました。」

おれのせいで兵十のおっかあが死んでしまった。兵十、ごめん。

つぐないをして、ゆるしてほしい。

ごん「その明くる日も、ごんは、くりを持って、兵十のうちへ出かけま

した」

おれのせいで兵十はひとりぼっちになってしまった。おれだと

気づいてくれなくても、つぐないをつづけるぞ。

兵十「ごん、おまいだったのか、いつも、くりをくれたのは。」

おまえがくれたことに気づかなくてうってしまった。

ごん、ごめん。

兵十「兵十は、ひなわじゅうをばたりと取り落としました。」

ごんはくりやまつたけをくれたのに、おれはうってしまった。

なんてことをしてしまったんだ。

３．グループで交 １０ ○グループで、心がいちばん動いた場面を交流させる。

流する。 ・一人ずつ自分が書いた紹介文を説明させ、ピンクと選んだ一文が合っ

ているかという視点でアドバイスをしあわせる。③

・Ｔ１、Ｔ２がグループに入って、子どもがピンクに書けていないとこ

ろに気づくように助言する。

・アドバイスを聞いて書き直したい子どもには、書き直しをさせる。

《評価》

４．ふりかえりを ５ ○本時のふり返りをさせる。

する。 ・ピンクに合ったクライマックスをつたえる一文を選ぶことができたか、

自己評価させる。

＜評価＞

クライマックスをつたえる一文を選び、ごんまたは兵十のそのときの気持ちを想像してワークシ

ートに書くことができている。（ワークシート）

＜Ｂ評価に満たない子どもへの支援＞

①これまでの学習で書いてきたごんや兵十の気持ちを、自分のノートから選ばせる。

②ごんと兵十の気持ちの変化を掲示しておき、気持ちを表す言葉やそれが分かる叙述を選ばせる。

③グループの交流の中でアドバイスをもらう。


