
第２学年 国語科指導案   
日 時  平成２４年９月１１日（火） ２校時 
児 童  男子１０名 女子１０名 計２０名 
指導者  山 口  有 希 子 

１ 単元名 

  読んで考えたことを書こう 

 

２ 教材名 

     どうぶつ園のじゅうい（光村図書２年上） 

 

３ 単元の指導目標 

（第１学年及び第２学年Ｂ書くことイ、Ｃ読むことイエオ、伝国ウ） 

   ◎時間的な順序や事柄の順序を考えながら内容の大体を読み、文章の内容と自分の経験とを結びつけて感 

想を伝えることができる。 

     ○条件に沿って経験したことをもとに書くことを決め、簡単な構成の文章を書くことができる。 

   ○言葉には、意味による語句のまとまりがあることに気付くことができる。 

 

４ 単元を貫いて位置付ける言語活動とその説明 

   

 

 

 

 

  ・時間的な順序や事柄の順序に沿って文章の大体を読むことをねらいとする言語活動である。 

  ・時間や事柄の順序が分かる言葉を書き抜き、獣医の仕事をまとめる、自分の感想を整理する。 

  ・自分がひきつけられた部分を分かりやすく相手に伝えるため簡単な構成を考えて感想を書く。 

 

５ 単元の評価規準 

 （１）自分の知っていることや経験と結びつけて説明文を読もうとしている。（国語への関心・意欲・態度） 

 （２）何についてどのようなことが、どのような順序で述べられているのか理解している。（読む能力） 

 （３）自分の経験と結びつけて、「はじめ・中・終わり」の構成で感想を書いている。（書く能力） 

 （４）気持ちを表す言葉がたくさんあることに気付く。（言語についての知識・理解・技能） 

 

６ 単元について 

 （１）児童について 

    １学期「たんぽぽのちえ」の学習で、児童は、「様子」と「わけ」を、時間を表す言葉や接続詞に注目 

しながら探す学習をしてきた。その学習を生かし児童が自分で観察をしているミニトマトについて簡単な

説明文を書く言語活動を行った。「スイミー」「黄色いバケツ」の学習では、主人公に言ってあげたいこと

を書いたり、気に入った場面を書き抜く学習を行った。 

 これらの学習を通して、児童は、「時間を表す言葉や接続詞」の次に「様子」、「わけ」という文章構成

があることや、文学では主人公の気持ちに寄り添って感想を持つことを学んだ。また、説明文や感想を書

く際には、「はじめ・中・終わり」という構成になっていることに気付き、書くことができるようになっ

てきた。 

 しかし、教材文が変わると、自分で接続詞や時間を表す言葉に注目して文章を読み取ることができず文

章の大体を読み取ることが苦手な児童も多い。また、「はじめ・中・終わり」の文章構成を理解していて

も実際に文章を書くと段落のない文章を書いたり、感想も「おもしろかった」という浅い言葉でしか表わ

したりすることができない児童も多い。 

 そこで、本単元では獣医の仕事を簡単な表にまとめることで、文章の大体の内容を読み取るためにはど

こに着目すればよいかが身に付くと考えた。さらに、感想を自分なりに簡単にまとめてから書くことで「は

じめ・中・終わり」の構成で書く力も育つと考えた。その際に、「ひきつけられる」という気持ちの中身

を考えることで気持ちを書く言葉をたくさんみつけ、感想を書く際に使わせたい。 

 

 （２）教材について 

     本教材は、獣医の仕事内容が児童に理解しやすい「わたし」という観点で語られており読みやすい文章   

となっている。 

       さらに、獣医の一日の仕事を日記のように時間を追いかけながら書かれているので、時間的順序をとら   

単元を貫いて位置付ける言語活動（第１・２学年 C（２）エ） 
 文章の内容と自分の経験とを結び付けて読み、ひきつけられたところを、簡単な構成を考えな

がら感想を書く。 



えるのに適している。文章構成においても、児童が読み進めるのに分かりやすい表現になっている。「は 

じめ」で、「ある日のわたしの仕事のことを書いてみましょう。」という話題提示ではじまり、「中」の部 

分では、「朝」「見回りが終わるころ」「お昼前」「夕方」「一日のおわり」といった時間を表す言葉で区切 

っており、その後仕事の内容とそれをする理由について書いてあり、「終わり」では、「これで、ようやく 

長い一日がおわります。」と書いてある。このことにより、形式段落の一文目に着目することで、「はじめ・ 

中・終わり」になっていることと、一日のうちのいつのことなのかが分かるようになっている。 

また、説明文ではあるが、獣医が動物たちに治療をする際に、「そっと、手をあててみました。」「やっ 

と、～してくれました。」「元気になりひとあんしんです。」などのように、獣医の動物を思いやる気持ち

が書かれている。さらに、毎日していることの内容には、仕事にたいする熱意や真剣さも感じられる。こ

れらのことからも、読んで感想を書く教材に適していることが分かる。そのため、内容をより深く理解す

るうえでも、獣医の気持ちについても読み取らせていきたい。 

 その他にも動物園の全体図の他にも、形式段落②～⑤の中の部分には動物の挿絵があり、対応させなが 

ら読むことで、内容理解を深めることができるようになっている。 

 

 （３）指導に当たって 

    本単元では、動物園の獣医の一日の仕事を簡単な表にまとめ、文章の内容の引きつけられたところと自 

分の経験を結びつけて感想を書き伝え合う言語活動を行う。さらに、学習したことを生かし、自分の係り 

の仕事を、「はじめ・中・終わり」の構成で、家族に紹介する文章を書く。 

 第一次では、教科書の動物の挿絵を提示しながら好きな動物のことや動物園の獣医の仕事について話し 

合わせ教材文について興味を持たせる。その後、教科書の文例を示し、教材文でひきつけられたところと 

自分の感想を入れた文章を書くことを確認し、児童とともに学習計画を立てる。 

 第二次では、形式段落の②～⑥の部分について時間を表す言葉、わたし（獣医）の仕事、そのわけにつ 

いて読み取りをしていく。第３時では、「時間を表す言葉」「したこと」の順番で書くと、読み手にも伝わ 

りやすいことを学習するために、形式段落のはじめの部分だけを抜粋した文章を時間通りに並べ替える活 

動を行う。第４時では、「わたし」のしたことにたいする「わけ」を読み取る。前時で、いつ、何をした 

かが理解できたので、第４時では、そのわけについて読み取り、簡単な表にまとめる。表にまとめる作業

を通して、内容の大体をつかむことと、引きつけられた部分を見つけやすいことに気づく。第５時では、

４時の表をもとに、引きつけられた部分を見つけ感想を書く。感想を書くためには、獣医の動物を思う気

持ちや、獣医の仕事に対する熱意などを教科書の記述から理解し読み取らせたい。教科書の内容を深く読

み取らせるために、今回は、獣医役とインタビュー役になってお互いに質問し合うことで、獣医の気持ち

を読み取らせたい。第６時では、自分の知っていることや体験と結びつけて感想を書く。感想を書く前に、

ひきつけられる気持ちや感想に必ず書かなければならないことなどを「書くことカード」で確認してから

書かせることで、条件に合わせて書く力、構成を考えて書く力を育てる。さらに第７時では、友達同士で

発表し合い、友達の感想のいいところを「よかったよカード」に書くことでお互いの書いたものの良さを

確認しあう。 

 第三次では、第二次で学習したことを生かして、自分の係りの仕事について家の人に伝える文章を書く 

活動を行う。ここでは、「はじめ・中・終わり」の構成に加え、中の部分の書く内容に「いつもしている 

こと」と「ある日、とくべつにしたこと」を書き、終わりでは、家の人に伝えたい気持ちを書くことを条 

件とする。第二次では、説明文を読み自分の知識や経験と結びつけて感想を書き友達と発表し合う学習だ 

ったが、第三次では、第二次での既習を生かし、自分の経験を文章で家族に伝えるという書くための条件 

を変えて、なるべく自力で書くことをねらいとしている。さらに、伝える相手を家族にすることで、係り 

の仕事を知らない相手にどのように分かりやすく伝えるかを考えさせながら指導にあたっていきたい。 

 

 （４）言語活動の系統 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「たんぽぽのちえ」

◆時間の順序や理

由付けの言葉に着

目して読み、文型に

沿ったわけを説明

する文を書く。 

本単元 
「どうぶつ園の

じゅうい」 
◆時間の順序や

事柄の順序を考

えながら読み、感

想をまとめる。 

「おにごっこ」 
◆説明的文章を

自分の経験と結

びつけて読み、

感想をまとめ

る。 
 

3 年「イルカの

ねむり方」 
「ありの行列」

◆「問い」と「答

え」、まとまり

（段落）に気を

つけて読み、感

想文書く。 



「どうぶつ園のじゅうい」を読んで、考

えたことを書いて、かんそうをはっぴょ

うしあおう。 

７ 指導計画（全９時間） 

次 時 学習活動 ・指導の手立て  ☆評価 

一 １ 

 

 

○動物について興味をもつ。 

・動物の本や教科書の挿絵を提示しながら動 

物について知っていることや楽しかった思い

出などを発表する。 

○今まで身に付いた力、これから身につけたい

力について確認する。 

○教科書の作例を提示し、学習課題を 

とし、学習計画をたてる。 

・教科書の挿絵を見せたり、教師の体験を聞か

せることで、ひきつけられたことについて本

で調べて解決したり、感想をもつ楽しさに気

付かせる。 

・課題の「考えたこと」とは、どうぶつ園のじ

ゅういの文章と自分の経験や知識がまざって

いることを作例を通して気付かせる。 

・「たんぽぽのちえ」での学習計画の立て方を想

起させる。 

☆学習の見通しをもとうとしている。 

              （観察・発言）

２ ○題名を読み、獣医の仕事について予想する。

○「どうぶつ園のじゅうい」を読み感想をもつ。

・「ひきつけられる」という気持ちには、初めて

知ったこと・不思議に思ったこと・面白いな

と思ったこと・もっと知りたいなと思ったこ

となどの気持ちが入っていることを学習し感

想を書く。 

○「どうぶつ園のじゅうい」を大きく三つのま

とまりに分け、「はじめ・中・終わり」になっ

ていることに気付く。 

・獣医の仕事について予想し、教材文でたしか

めることで仕事の内容を確認する。 

・感想の大部分が、文章の「中」の部分である

ことが予想される。そこから、「中」のいつ・

何をしたかに着目すれば感想がもっとふくら

むことをおさえ次時の学習につなげる。 

・「たんぽぽのちえ」の学習の際に形式段落を付

けた後に、大きく三つのまとまりに分けたこ

とを想起させてから、本文を三つに分けさせ

る。 

☆「どうぶつ園のじゅうい」の初発の感想を書

いている。       （ワークシート）

☆全体を「はじめ・中・終わり」の三つのまと

まりに分けている。 （教科書の書き込み）

二 ３ ○教材文の「中」の読み取りをしていく。 

○獣医の仕事を順序に気をつけて読み、ある日

の一日にどんなことをしたのかを読み取る。

・時間を表す言葉と獣医の行動だけを抜粋し、

ばらばらにしたものを元通りに整理する。 

○「いつもすること」と「その日だけにしたこ

と」を文末表現から読み取る。 

 

・ぺアやグループでの話し合いを通して時間を

表す言葉に注目すると、正しい順序に並べ替

えることに気付かせる。 

・時間を表す言葉を 初に書くと読み手にも伝

わりやすいことを確認する。（既習の「たんぽ

ぽのちえ」でも、同様の書き方があったこと

を振り返る。） 

☆時間の順序に気をつけて、読んでいる。 

             （ワークシート）

 ４ ○獣医のしたことのわけを、詳しく読み取る。

・既習事項を確認し、わけの文末表現を確認す

る。 

・獣医のしたことの理由を教科書から書き抜く。

○獣医の仕事を順番に表にまとめる。 

・「いつ・動物の名前・仕事・どうしてそうする

のか」という項目について自分でまとめる。

・４種類の動物と、獣医が一日の終わりにする

ことの二つに分けてから考えると並べ替えや

すいことに気付かせる。 

 

・表にまとめることのよさを確認する。 

 

☆「いつ・獣医が動物にしたこと・獣医がした

こと」を区別して表にまとめている。 

          （発言・ワークシート）

 ５ ○獣医の仕事について理解する。 

・獣医役とインタビューをする人の役にわかれ

て獣医の立場になって仕事の内容や、どんな

気持ちで仕事をしているかを考える。 

○一番引きつけられたところの感想を書く。 

・前時の表を手掛かりに、自分が一番ひきつけ

られたところを決め、それについて感想を書

く。 

・インタビュー役の人が質問をして、獣医の立

場になって答える。その後、教科書のどの記

述が根拠になったかを、全体で確認する。 

 

・表を手掛かりにしながら、一番ひきつけられ

たところについて、わけをつけた感想を書く。

 

☆獣医の仕事について自分なりに理解し感想を

書いている。    （発言・ワークシート）



 ６ ○文章と自分の知識や経験を結びつけて感想を

書く。 

・「はじめ・中・終わり」の構成で書くこと。 

・ひきつけられたことと、自分の知識や経験の

部分を明確にして感想を書く。 

 

・構成を考えながら書くことをねらうため、「書

くことカード」で整理してから書かせる。 

・なかなか書き出せない児童には、初発の感想

をヒントに書かせる。 

☆条件に合った感想を書いている。 

             （ワークシート）

７ ○友達同士で感想を読み合う。 

・いい感想の観点を示してから読み合う。 

・「よかったよカード」に記入し渡す。 

 

 

・友達の感想を読むことで次時の活動の参考に

なることと、自分の書いたものを友達に認め

られるよさについて気付かせる。 

☆友達の感想のいいところを見つけて、カード

に書いている。     （ワークシート）

三 ８ 

 

 

 

 

○係りの仕事を家の人に伝える文章を書く。 

・書くことカードに整理してから書く。 

・係りの名前、いつもすること、ある日特別に

したこと、家の人に伝えたい気持ちを必ずい

れること。 

・第二次での学習を生かして書くためなるべく

自分で書くようにさせる。 

☆「書くことカード」に記入してから、条件に

あった文章を書いている。（ワークシート） 

 

 

９ 

 

○書いたものをお互いに紹介し合う。 

・家の人に読んでもらい感想を書いてもらった

ものを友達同士で紹介し合う。 

 

・紹介し合うときには、お互いの良さを認め合

うようにさせる。 

☆友達の感想のいいところを見つけて伝えてい

る。          （ワークシート）

 

８ 本時の指導 

（１）本時の目標 

    獣医の仕事の内容について、獣医役とレポーター役になってインタビューし合うことで、獣医の仕事に 

ついて理解し、感想を書くことができる。 

（２）本時で行う言語活動について 

    本時では、主に二つの言語活動を行う。 

一つ目は、獣医の仕事に対する思いを想像させるために役割分担を決めて劇活動を行う。獣医役とイン 

タビューする人に分かれてお互いに質問し合うことで獣医の動物を思いう気持ちや仕事に対する熱心さ 

を想像できると考えた。 

二つ目は、引きつけられた部分の感想を書く活動である。劇活動を行うことで、引きつけられた場面の 

感想とわけを書くことができると考えた。 

（３）本時の展開 

段階 学習内容と学習活動 ○留意事項 ☆支援 

導

入 

 

４

分 

１ 前時の学習を想起する。 

 

２ 本時の学習課題をとらえる。 

 

 

 

３ 学習の流れを確かめる。 

○一番引きつけられたところを、感

想に書く際に、表にしておくと内

容をふり返りやすいことを確認

する。 

 

展

開 

31

分 

４ 獣医役とインタビューする人に分かれて質問し合う。 

（ペア） 

 <発問例>  

 ・イノシシのおなかに赤ちゃんがいるのが分かった時はどん

な気持ちでしたか。 

 ・ニホンザルが薬を飲んでくれた時はどんな気持ちでしたか。

 ・ペンギンがボールペンらしきものを飲み込んだと知ってど

んな気持ちになりましたか。 

 ・ペンギンが、ボールペンらしきものをはきだしたときは、

どんな気持ちでしたか。 

５ 獣医の気持ちが分かる言葉を探す。 

 ・いつもしていることも、動物が元気でいてほしいから続け

ていることをおさえる。 

○質問の内容は、あらかじめ用意し

ておく。 

 

○獣医になったつもりで、答える。

 

 

 

 

 

 

○気持ちを予想して答え、その根拠

となる部分を教科書の記述から

見つける。 

インタビューし合いながら、じゅういさんの気もち

を考えて、かんそうを書こう。 



６ 一番ひきつけられたところの感想を書く。 

 ・どの場面のどんなところが引きつけられたのかを書き、そ

のわけも書く。 

 

☆感想がなかなか書けない児童に

は、教師と会話しながら書かせ

る。 

終

末 

 

10 

分 

７ 感想を発表する。 

 ・言葉は違うもののどれも動物のことを思っている感想であ

ることを確認する。 

８ 学習のまとめをする。 

 ・獣医さんは、どんな思いでしごとをしているか自分の言 

葉でまとめる。 

９ 次時の予告をする。 

 ・本時の感想をもとに、自分の経験や知識を結びつけて感想

を書くことを確認する。 

○気持ちを表すことばを板書する。

 

 

○板書をもとに、動物を何よりも大

切に思っていることが伝わるよ

うに書く。 

○本時の感想と自分の知識や経験

を結びつけて書くことを確認す

る。 

（４）評価 

観

点 

評価 十分達成 概ね達成 努力を要する児童への手立

て 

読

む

こ

と 

獣医の仕事に対する思

いを、インタビューし合

うことと、教科書から根

拠になることばを見つ

けることで読み取り、引

きつけられたところの

感想を書いている。 

獣医の立場になって仕

事の内容を理解し、引

きつけられたところの

感想とわけを書き、獣

医の仕事に対する思い

を理解している。 

獣医の立場になって仕

事の内容を理解し、引

きつけられたところの

感想とわけを書いてい

る。 

インタビューし合ったり、教

師との会話の中で、一番引き

つけられたところを見つけ

ることができる。 

 


