
国語科学習指導案 

６年３組 田中 賀 

１． 単元名  「なりたい自分」を報告しよう 教材名：プロフェッショナルたち（東京書籍６年） 

  

 

 

２． 単元設定の理由     

(1)単元について 

 本単元では、「書くこと」において目的に応じて調べたことや自らが体験したことの中から伝えたいことを選び、

効果的に相手に伝えられるようになることを目標としている。そのために『「学びの言語」の「報告する」文章の

特長や効果を意識しながら書くこと』をつけたい力として位置づけ、単元を通して探究的に学ぶ中で「学びの言語」

を習得し、活用する学習構成となっている。  
 なぜ、今「学びの言語」の習得・活用を必要としているのかというと、課題に対して、まず自分の思いや考えが

先行し、伝えなければならない情報を適切に他者に伝えきれていないという現状を鑑み、「学びの言語」を目的に

応じて使い分ける中で、論理的思考力を働かせて書くことが「主体的な表現者」の育成へとつながると考えている

からである。 
 児童はこれまで「学びの言語」の「説明する」文章、「報告する」文章を目的に応じて書く経験を積んできてい

る。そこでは、それぞれの特長を理解し、意識して書こうとする姿が見られた。また、これまで国語の授業だけで

なく、他教科・領域においても発展的に活用する機会を設けてきた。そのような機会を多くとることで、実生活に

おいても「学びの言語」を活用する意識が育ちつつある。そのような機会を設けることで、「学びの必然性」を感

じ、さらに「学びの言語」を活用の幅を広げようとしている。しかし、課題に対して「説明する」文章か「報告す

る」文章のどちらが適したものか選択して活用する「学びの言語」の使い分けをするまでには至っていない。その

ためには、それぞれの特長を踏まえた上で目的に応じて「学びの言語」を活用する力が必要となってくる。 
 そこで、本単元では、総合的学習に関連させて自らの生き方について考えを深められる説明的文章「プロフェッ

ショナルたち」（東京書籍６年）を読む。本教材は、仕事の体験や仕事にかける思いを具体例から３人のプロフェ

ッショナルの方の生き方を読み取ることができる。 
 指導にあたっては、そこでの読み取りを自らの生き方へつなげ「学びの言語」を用いて相手に伝わるように適切

に表現することをめざし、より「学びの必然性」を生み出すために、総合的学習での調べ学習を生かして報告レポ

ートを書くこととする。レポートの内容には、自ら就きたい職業について調べ、職業の仕事について「説明する」

部分も含まれるため、必要に応じて「学びの言語」を使い分ける力が求められる。 
 「報告する」文章を書く際の指導にあたっては、自らの思いやねがいを書くのではなく、総合的学習でのこれま

での出来事をもとに自らの意見を述べることに留意させる。 
 このような学習構成によって、自らの思いやねがいをもち、主体的に表現する力を育てていきたい。そして、や

がては「学びの言語」の習得・活用をめざした学習構成をどのようにカリキュラムの中で位置づけ、系統的に指導

していくための単元の配列にも目を向けて研究を進めていきたい。 
 
(2)単元の目標 

○ 調べる題材を選択し、課題を解決するためにこれまでの「学びの蓄積」を進んで生かそうとすることができる。    （関心・意欲・態度） 
○ 本文から読み手に伝えるための効果的な表現を見つけ、自らの生き方について考えを深めることができる。          （読むこと） 
○「学びの言語」の特性を理解し、目的に応じて適切に「学びの言語」を使い分けて報告レポートを書くことができる。      （書くこと） 
 

(3)活動構成の仮説 

 本単元では「学びの必然性」を生み出すためのしかけを２つ設定する。１つ目は、総合的学習と関連させて「な

りたい自分」の活動を「報告する」文章を書くこと。２つ目は「報告する」文章にあえて文学を用いることで、文

学を日常生活と結びつけて活用すること、即ち文学を実生活に生かす学習構成が「学びの必要性」を生み出すしか

けとなる。この２つの「学びの必然性」を生み出すしかけを単元の中に位置づけ「主体的な表現者」を育成する学

習構成とする。 
仮説①総合的学習と関連させたレポートを書くことが「学びの必然性」を生み出す。 

 自ら調べたい題材をみつけ解決していく過程は、「書いてみたいな」「伝えたいな」といった思いやねがいに結び

つき、「学びの必然性」につながると考える。そこで、総合的学習での活動と関連させ、自らの「なりたい自分像」

をもとにした特定の職業に関するレポートを書く活動に取り組むことで、「学びの必然性」を生み出すと考えた。 

仮説②「報告する」文章に詩を用いて、実生活の中での文学の必然性を見出すことにつながる。 

 本時では,レポートに自らが選択した詩を加え、その効果について考える活動に取り組む。実生活の中に文学を

意味付けることが、文学を用いることの有用性につながるかを検証し、実生活における文学の必然性を見出してい

きたい。 

「主体的な表現者」を育むカリキュラム作りの視点 

〜「学びの言語」の習得と活用〜 

公開授業②  
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理科「大地のつくり」〜富士の大地の謎にせまる〜 

（富士山の説明・体験報告・資料活用） 
 

日本語の調べ 
俳句づくり 

 ３．指導計画（全 11 時間  本時 10 ／11） 

月 ４         ５       ６                ７           ８   ９          １０           １１           １２                  １                ２                   ３  

計画カリキュラム 
 

他教科・領域・学校行事 
 

実施カリキュラム 
 

内容 
 

 

学習活動の流れと子どもたちの意識の流れ 教師の役割 指導上の留意点 評価の観点 

過程１ 学ぶ対象との出合い  ・はじめに、単元の目的や流れを知ることで、学びの必然性を生み出しやすいように支援する。 

・自身は何について書いてみたいか初発の感想を書き、子どもの思いやねがいについて、見取る。 

・題名読みを丁寧にすることで、表現や言葉に着目することで、筆者の意図やねらいをつかむため

の構えをつくる。 

（例）「プロフェッショナルたち」とはどんな人のことを指しているのか。イメージマップを活用して、想

像を広げる。 

・総合的学習で学んだことを生かしながら進められるように、総合ファイル・自己成長記録を活用するよう促す。 

・毎時間の学びを簡単にまとめ、学びを言語化することで学びの蓄積を図る。 
 

関心・意欲・態度 

○それぞれの学習活動に意欲的に取り組んでいる。 

○教材を自分から参考にし、学習に取り組んでいる。 

○本単元を通して学習している「学びの言語」を用いて書く題材を他教科・

領域、日常の中で意欲的に探している。 

○本単元で学習したことを次の学習でもいかせるように、「国語の知恵袋」

にまとめようとしている。 

▲教材文を読み返したり、事実に反していたり、友だちの発言を受け入れ

たりせず、自分の思いや記憶だけで学習をすすめてしまっている。 

◇教材文や書かれている事実から読み取ろうとする子どもや、それにも

とづく発言をしている子どもを取り上げ、考えを広げられるように支

援をする。 
読むこと 

２次より 

□授業中のノート・ワークシートへの記述を評価する。 

○教材文より、具体例をもとに書かれている文章の形式をつかみ、さ

らにその中に使われる、「学びの言語」の出来事を「報告する」文章

形式の効果的な使われ方を見つけることができる。 

▲本文に立ち返らずに、自分の思いや想像、経験だけで文章を読んでい

る。 

◇書かれている表現から「事実」なのか「意見」なのかを区別できるように文

末表現に着目させる。 

書くこと 

□授業中のノート・ワークシートへの記述や報告文の記述を評価する。 

３次より 

○出来事や事実を「報告する」文章の形式と、調べた仕事について「説

明する」文章の形式を使い分けながら、順序よく書くことができる。 

▲思いが先行してしまうことで、自分の気持ちを書いてしまい、報告するこ

とのきまりに留意して書くことができない。 

◇既習の教材や、過去の言語活動に立ち戻らせて、どのような表現が相

手にとって伝わりやすいのかということを再確認できる場を設定する。 

◇友だちの報告書を交流することで、「報告する」文章を書くときの表現の

仕方を指摘し合えるよう支援する。 

言語についての知識・理解・技能 

３次より 

○教材文をまねて、具体例を盛り込んだ報告文を書くことができる。 
▲事実・出来事と意見との関係が定まらず、自分の思いが先行して文章を

書き進めてしまっている。 

◇「学びの言語」の特徴を振り返り、相手にとって伝わりやすい表現方法に

ついて考えさせる。 

 

過程２ 解決への見通し 解決活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・総合的学習の時間も活用して選んだ題材の報告する資料集めも進める。出来事をまとめられるように総合ファ

イルを準備する。 

・授業の終わりに学びの言語化を行い、次の授業のはじめに、前回の授業で何を学んだのかを報告する場を

設定する。 

・この文章における主張に着目して読ませることで、具体例を中心としている本教材の特徴をつかませる。 

・教材文の構造を捉えられるよう本文を A3 １枚にまとめて、毎回の授業の中でねらいに基づいて気づいた表

現のしくみを書き込めるようにする。 

・文章のまとまりごとに読み、何を伝えたいのかを捉え、短い言葉でまとめられるようにする。（学びを言語化す

る。） 

・読み取るためにおさえておかなければならない事項については、補助的な資料を準備し、提示する。（例①海

獣医師の仕事について②板金職人の仕事について③パティシエの仕事について） 

・本文の読み取りから、自身の生き方についても考えられるようにノートの書き方を工夫する。 

・総合的学習の時間を活用して自らが就きたい仕事について関連図書から調べる。 

・これまでの「学びの蓄積」活かして、報告文を書くために、学んだことが視覚化されるよう教室掲示

を工夫する。また、相手意識をもたせることで、どういった表現がふさわしいかを考えさせる。 

・友だちの文章のいいところや、驚いたところを交流することで、自身の文章が正しく伝わった喜び

を感じ、次の文章も書いてみたいと思えるような場を設定する。 

 

・詩の交流から報告文に文学を用いることで生じる変化を読み取らせる。 

 

 

 

 

過程３ 学びのふりかえり 

 

 ・この単元で学習したことの中で、今後にも活かすために書き残しておきたいことを、クラス全体で確

認しながら、知恵袋に書き溜めていく。 

・知恵袋にまとめる様子から本単元で子どもがつけた力を見取り、次の単元にその力を子どもがい

かせるようカリキュラムを見直す。 

 
 

 

 

６年間を振り返って書こう 
みんなでつくる卒業文集 （活動報告） 

○○報告書を書こう（報告） 
イースター島にはなぜ森林がないのか 

提案しよう○○プロジェクト 
（根拠の提示） 

総合の学習で経験してきた出来事を相

手に伝わるように報告したいな。 
みんなが、どんな夢をもっているの

か知りたいな。報告文ができたら交

流会をしてみたいな。 

・ 総合的学習と関連させて、自らの生き方について考えを深め、「なり

たい自分」の報告文を書くことを知る。 
・ 語句を確認し、説明的文章のおおまかな流れをつかむ。 
・ 題名読みをする。初発の感想を書く。② 

 

国語の知恵袋の活用 

 

他教科・実生活とのつながり 

□・・・評価の方法 

○・・・満足できる姿 

▲・・・支援を要する姿 

◇・・・支援の方法 

どのプロフェッショナルたちも仕事に

おいて大事にしていることや大変さを

書いているね。 

３人のプロフェッショナルたちの共通点を見つけ、自らの「なりたい自分」

に関連させて読む。① 
 

３人のプロフェッショナルたちの仕

事についてインタビュー形式で書か

れているね。 

３人の職種が違うものだけれど、仕

事にかける思いややりがい、大変さ

は、共通しているんだね。 

文章をまとまりごとに読み、文章構成をとらえる。② 

はじめに主張が書かれていて、３人のそれ

ぞれの仕事についての具体例を紹介する

形式で書かれているから分かりやすいね。 

本文の叙述から表現の工夫を読み、自身の報告文にいかす。② 

プロフェッショナルたちの生き方から自身の生き方についても考えを深める

ことができたから、それを相手に伝わるように報告文を書いていきたいな。 

レポートに合う詩の紹介しよう。②（本時） 

報告文と詩は、関係ないものだと思って

いたけど、自分の表現に活用できるんだ。 
報告文で伝えたい思いを詩にしてみる

とさらに思いが伝わるんじゃないかな。 

この単元で学び、今後も活かしたいことを、「国語の知恵袋」にまとめる。① 

自分の伝えたいことを報告する時の

ポイントを活かしながら書くこと

で、今まで以上に相手に伝わったよ

うに思うな。 

この報告文を使って総合の最終プレ

ゼンをつくっていきたいな。他にも

生かせることが多そうだな。 

「なりたい自分」の報告文を交流しよう。① 

日本語の調べ 
俳句づくり 

資料を生かして呼びかけよう 
（資料活用・説明） 

 

○○新聞へ投書しよう 
（意見文） 

事実と意見を分けて書く 
活動報告（調べ学習・年表） 

根拠を明確に 
説明（構成・根拠） 

 

思いやねがいを表現 
俳句（挿絵） 

活動・出来事の 
報告文（構成） 

 

出来事の 
報告（写真） 

総合ドリカムキッズ 最終発表 ５年生へプレゼン 
理科「ヒトや動物の体」 

（説明・資料活用） 
社会「人物紹介カード」 

（調査報告） 
社会「歴史新聞」 

（調査報告） 

○○報告書を書こう（報告） 
イースター島にはなぜ森林がないのか 

修
学
旅
行 

プロフェッショナルたち 

「なりたい自分」を表現しよう  
プロフェッショナルたち 

資料を生かして呼びかけよう 
（資料活用・説明） 

 

○○新聞へ投書しよう 
（意見文） 

総
合
ド
リ
カ
ム
キ
ッ
ズ 

提案しよう○○プロジェクト 
（根拠の提示・説明） 

日本語の調べ 
詩の創作 

日本語の調べ 
詩の創作 

夏休みの思い出を報告しよう 
（資料活用・報告） 

「冬休み」を説明・報告しよう 
（資料活用・報告・説明） 

６年間を振り返って書こう 
みんなでつくる卒業文集 （活動報告） 

日本語の調べ 
句会を開こう 

卒
業
式 

根拠を明確に 
意見文（構成・根拠） 

根拠を明確に 
説明（グラフ・図・写真） 

思いやねがいを表現 
詩（写真・挿絵） 

冬休みを題材に 
説明と報告の使い分け 

 

活動・調べ学習の 
調査報告文（調べ学習・職業説明）＋詩 

 

これまでの学びを生かして報告文を書いて、５年生

に向けての最終プレゼンに生かしたいな。 
総合での活動を上手く

まとめて伝えたいな。 

 

国語の知恵袋の作成 

 

形式 報告文＋意見文で調査

報告文を書く。 

 

総合で調べた情報を生かし

て、整理し、説明する文章と

してまとめる。 

 

 

 相互評価ワークシート 

 

毎回の授業のはじめに前時の

振り返りを報告させる。 

 

学習のまとめを短い言葉でま

とめ、学びを言語化する。 

 

 

詩の活用 

 

児童の思いを見取る座席表の活用 

３ ．指導計画（全 11 時間　本時 10 ／ 11 ）
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