
第５学年国語科学習指導案 
日 時 平成２４年１１月２０日（火）３校時 
児童数 ５年１組（男子１２名 女子９名 計２１名） 

指導者 永 井  臣 之 介 
１．単元名  本は友達 読書会をして，自分の考えを広げよう 
 
２．教材名  「千年の釘にいどむ」  内藤 誠吾 作    （光村図書 国語 五 銀河） 
 
３ 単元の指導目標 
    第５学年及び第６学年 C「読むこと」オ・カ 
 
 ◎目的に応じて，観点をもちながら文章を読み，根拠を明らかにしながら自分の考えをまとめることができる。 
 ◎本や文章を比べたり関連させたりして読み，考えたことを発表し合って，自分の考えを広げたり深めたりすること

ができる。 
 
４ 身につけたい力 
 ・観点に沿って読み取る力 
 ・根拠を明確にし，主張する力 
 ・複数の本や文章を読み比べ，共通点・相違点を見出す力 
 
５ 単元を貫いて位置づける言語活動とその説明 
 
 
 

・「何かを成し遂げた人・何かに挑んでいる人」に共通する生き方や考え方を探ることをテーマとし，読書会を開く。

本単元２次では，「千年の釘にいどむ」で人物像のまとめ方を学び，三次で並行読書として読み進めた本に描かれてい

る人物像をまとめる。また，それらを読書会で発表する過程で，共通点・相違点を見出していく。結果，読みの観点

や表現語彙を増やしたり，自分の考えを深化させたりすることにつながると考える。 
 
６ 単元の評価規準 
（１）目的に応じて，観点をもちながら文章を読み，根拠を明らかにしながら自分の考えをまとめている。（読む能力） 
（２）本や文章を比べたり関連させたりして読み，考えたことを発表し合って，自分の考えを広げたり深めたりするこ

とができる。（話す・聞く能力） 
 
７ 単元について 
（１）児童について 
    本学級の児童は，主体的に考えようとする意欲がある。「百年後のふるさとまもる」や「大造じいさんとガン」

などの教材を読解する活動を通して，叙述に根拠をもって考えを深めていく経験を積んできている。こと伝記「百

年後のふるさとを守る」の学習では，事実と筆者の意見を区別しながら読み取る力をつけてきた。また，「天気を

予想する」の学習では，明確な根拠を挙げたり的確な資料を示したりすることで，相手に納得してもらえる主張

となりうることを学んできた。 
    その一方で，いまだに内容を感覚的に読んでいる子どもたちもいること，また，根拠をつけて話すことのよさ

を捉えつつも，実践できないままでいる子どもたちも多いことも事実である。本単元では，正確な読み取りをす

るとともに，自分の考えに根拠をつけて説得力のある主張ができる子どもたちを育てていきたい。 
    読書の様子を見ると，本を読むこと自体には抵抗はないものの，難しい本やノンフィクションなどには手が伸

びず，読みやすい物語や図鑑，スポーツなどのジャンルに偏っていることが分かる。５年生では，自分の読書経

験を振り返りながら，読書の幅を広げることを目指していきたい。 
 
（２）教材について 

教材「千年の釘にいどむ」は、千年以上も前に建築された古代の寺を現代に再現するために、白鷹さんという鍛

冶職人が、釘づくりに人生をかけ、よりよいものを求め、改良し続ける姿を記したノンフィクションの文章であ

る。 

この作品は，白鷹さんの語った言葉や釘の特徴を分析する姿が手がかりとなり，人物像を想像しやすいという特

長がある。また，仕事に熱意と誇りをもって打ちこむ生き方にふれることで，自分の生き方や考え方を見つめ直

す機会となりうるという内容価値も期待される。文章は常体文で書かれており、白鷹さんの考えや行動を歯切れ

よく表現している。ほかにも，「作らなければならない」「見事さにおどろいた」「負けるわけにはいかない」など

筆者が白鷹さんの視点に同化して書き進めていることから、白鷹さんの職人としての釘作りにかける思いが臨場

感をもって伝わってくる。 

 以上のことから，根拠をつけて考えを述べる力を伸ばすことや，読書の幅を広げることが十分に期待される教

（第５学年及び第６学年 Ｃ（２）①オ） 
・共通のテーマについて一人一人読み取ったことや考えたことを持ち寄って，読書会をする。 
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材だと考える。 

 
（３）指導にあたって 

本単元では，『「何かを成し遂げた人・何かに挑んでいる人」に共通する生き方や考え方を探る』というテーマの

もと，読書会を進める。１次では自分の読書経験を振り返り，読んでいる本のジャンルに偏りがあることに気付か

せる。そこからノンフィクションの文章を読んでいくことを促し，読書の幅を広げる手段として読書会を用いるこ

とを提示する。読書会で行う内容を２次で実践していく。２次では白鷹さんの人物像をまとめ，３次では一人一人

が選んだ本の人物像をまとめる。人物像を表す際には，根拠となる叙述を明確にもつことを条件とし，自分の考え

る言葉で人物像をまとめさせる。ここでは，根拠と主張とをしっかりと結びつける力と，人物像を豊かに表現する

語彙力が求められる。白鷹さんの行動を手がかりに，様々な言葉でまとめさせていきたい。 
３次の最後に行う読書会では，様々な人物の生き方・考え方にふれ，自分の生き方や考え方について見つめさせ

ていきたい。子どもたちは，「生き方や考え方の共通点を探る」という目標に向かう過程で，「職人」や「プロフェ

ッショナル」と呼ばれる人たちの生き方に心動かされるものと思われる。そうした機会を増やすためにも，目的を

もった並行読書を進め，読書会へとつなげていきたい。 
 
（４）言語活動の系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 指導計画（C 読むこと８時間 全８時間） 

 時間 主な学習活動 指導上の留意点 評 価  
 
つ 
 
か 
 
む 

１ ・自分たちの読書経験を振り

返る。 
・読書会を開くことを知る。 

・図書館利用の実態を把握するため，貸し出し状況一覧を一人

一人に渡す。 

・図書の分類をもとに，偏りがないかなどを考えさせる。 

・読書の幅を広げる手立ての一つとして「読書会」というもの

があることを伝える。 

・図書館利用の実態を把握し，自

分の課題を見出している。 

２ ・読書会に向けた学習計画を

立てる。 
・読書会のテーマを設定す

る。 

・読書会のイメージをもたせ，会を開くために必要な

ことなどを挙げさせ，整理する。 
 

・読書会までの学習計画を考え，見通

しをもっている。 

 
 
 
 
ふ 
 
か 
 
め 

３ 
 

・千年の釘にいどむの難語句

や新出漢字の読みなどに

気をつけながら，範読を聞

く。 
・初発の感想を書く。 

・心に残ったこと，驚いたことについて書く。また，

初読でとらえた白鷹さんの人物像を自分なりの言葉

でまとめるよう事前に見通しをもたせてから読みに

入る。 

・観点に沿った感想や描かれてい

る人物の人物像を自分なりの言

葉でまとめている。 

４ 
 

・千年もつ釘の見事さを読み

取り，古代の釘にいどむ白

鷹さんの思いを書く。 

・釘の見事さを読み取り，白鷹さんは自分の作った釘

が古代の釘に勝っているかどうか，立場をはっきり

としたのち，自分の考えをまとめる。 

・立場（勝っている・負けている）を

はっきりさせたうえで，根拠をもっ

て自分の考えを書きまとめている。

５年１学期：「あめ玉」 
・四年生までの学習を確かめる。 

５年１学期：「のどがかわいた」 
・人物像と人物同士の関わりに気を付けて読む。 

５年１学期：「百年後のふるさとを守る」 
・物語のように書かれている部分と，事実の説明や筆者の考えが書かれている部分を区別しながら，伝記を読む。 

本単元 
・描かれた人物の生き方や考え方について感想をもつ。 

５年３学期：「わらぐつの中の神様」 
・物語の特色は「構成」「人物像」「表現」に表れることを理解し，それをとらえる。 

５年２学期：「大造じいさんとガン」 
・優れた表現によって，直接書かれていない人物の深い心情や性格について想像したり，文章構造から作品の主題をとらえたりする。 
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る 
 
 

５ 
本時 

・前時書きまとめたことをも

とに，白鷹さんの生き方や

人柄を読み取る。 

・学び合ったことを手がかりに，人物像をまとめさせ

る。 
・人物像を表現する語彙を必要に応じて提示する。 

・描かれた人物の言動を手がかりに，根

拠を挙げながら人物像を自分なりの

言葉でまとめている。 

６ ・読書会のやり方を学ぶ。 
・振り返りをする。 

・読書会の進行や発表の仕方を手引きを手がかりに練

習する。 
・友達の発表の中から，自分の考えが広まったり深ま

ったりしたところに着目しながら振り返りをする。

上記の観点については，発表前に示し，見通しをも

たせておく。 

・読書会の進め方が理解できてい

る。 
・友達の発表をもとに，自分の考

えを広げたり深めたりしてい

る。 

ま

と 
め 
る 

７ ・並行読書してきた本の人物

像をまとめる。 
・「千年の釘にいどむ」で学習してきたまとめ方を手が

かりに発表原稿をつくる。 
・読書会で発表するための原稿を

書きまとめている。 

８ ・読書会をする。 
・振り返りをする。 

・テーマに沿った発表であることから，何かしらの共

通点が見いだせないか考えながら発表を聞くように

促す。 
・次，読んでみたい本は何か，共通点は見出せたかと

いう観点で振り返らせる。 
・この学習でつけた力は何かを言葉で表現させる。 

・友達の発表を聞き比べながら，

共通点を探している。 
・自分が身につけた力についてと

らえている。（メタ認知） 

 
９ 本時の授業 
（１）目標 
    白鷹さんの行動・会話文に着目して釘作りに対する思いを読み取り，そこから浮かび上がってきた人物像を自分なりの言葉で書きま

とめることができる。 
 
（２）展開 
段

階 
学習活動 ○指導上の留意点 

つ 
か 
む 
五

分 

１ 前時の学習内容を想起する。 
 
 
２ 学習課題を把握する。 
 

○釘の見事さを読み取り，白鷹さんは自分の作った釘が古代の釘に勝

っているかどうか，自分の考えをまとめたことを想起する。  
 
○本時は，釘に対する考え方や仕事に対する考え方などを手がかり

に，白鷹さんの人物像をまとめていくという学習のゴールを示す。

ふ 
か 
め 
る 
 
三

十

五

分 

３ 課題解決に取り組む。 
（１）手がかりとなる白鷹さんの思いが

表れている段落を音読する。 
 
（２）自分の考えを発表する。 
 
 
（３）読み深め合う。 

 
○自分の考えを改めて確かめるように指示を出し，形式段落１１を音

読させる。 
 
○前時書きまとめた内容を発表する際，自分の立場をはっきりさせて

から発言するように促す。 
 
○「負けられないと言っているが，負けて誰かに文句を言われるの

か。」 
「納得のいく釘とは，言い換えるとどんな釘のことなのか。」 
「白鷹さんの釘作りはいつまで続くのか。」といった発問により，

白鷹さんの考え方や仕事に対する思いなどを考えさせる。 
ま

と

め

る 
五 
分 

５ 学習のまとめをする。 
  
６ 次時の学習内容を知る。 
 

○白鷹さんの人物像を自分なりの言葉でまとめる。 
○まとめたことを発表し合い共有する。 
○釘の見事さや白鷹さんの生き方・考え方など学びとってきたことを

読書会に向けてまとめる学びをすることを学習計画で確かめる。 
 
 
（４）本時の評価規準 

観点 評 価 十分満足 おおむね満足 努力を要する児童への手立て 

読
む
こ
と 

・根拠をつけて自

分の考えを述べる

ことができてい

る。 

・根拠を明確に示

しながら，自分な

りの言葉で人物像

をまとめることが

できている。 

・根拠を示しなが

ら，叙述の言葉を

用いて人物像をま

とめることができ

ている。 

・人物像を表す語彙集を示して，自分の考えを表現する手

がかりとする。 
・すごいと思ったこと，驚いたことは何かといった主観的

な読み取りから，白鷹さんはどんな人かをまとめるよう

に言葉がけをする。その後，「すごいと思ったところはど

こか」など，叙述に立ち返るように声をかけ，叙述と考

えを結びつけていく。 
 

白鷹さんの釘づくりに対する思いや考え方から，人物像をまとめよう。 
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第５学年国語科学習指導案 
日 時 平成２４年１１月２０日（火）３校時 
児童数 ５年２組（男子１２名 女子８名 計２０名） 

指導者 高橋 志保 
１．単元名  本は友達 読書会をして，自分の考えを広げよう 
 
２．教材名  「千年の釘にいどむ」  内藤 誠吾     （光村図書 国語 五 銀河） 
 
３ 単元の指導目標 
    第５学年及び第６学年 C「読むこと」オ・カ 
 
 ◎目的に応じて，観点をもちながら文章を読み，根拠を明らかにしながら自分の考えをまとめることがで

きる。 
 ◎本や文章を比べたり関連させたりして読み，考えたことを発表し合って，自分の考えを広げたり深めた

りすることができる。 
 
４ 身につけたい力 
 ・観点に沿って読み取る力 
 ・根拠を明確にし，自分の考えを明らかにする力 
 ・複数の本や文章を読み比べ，共通点・相違点を見出す力 
 
５ 単元を貫いて位置づける言語活動とその説明 
 
 
 

「何かを成し遂げた人・何かに挑んでいる人」に共通する生き方や考え方を探ることをテーマとし，読

書会を開く。本単元２次では，「千年の釘にいどむ」に登場するかじ職人・白鷹幸伯さんの生き方につい

て読み，自分の考えをまとめる。三次では，並行読書として読み進めた本に描かれている人物について二

次での読みを生かし，自力で読み進めていく。また，読書会で発表する過程において，「何かを成し遂げ

た人・何かに挑んでいる人」の共通点・相違点を，自分と友達との考えを比べる中で見出していく。結果，

読みの観点を増やしたり，自分の考えを深化させたりすることにつながると考える。 
 
６ 単元の評価規準 
（１）ノンフィクションに関心をもって読み，自分の考えを広げたり深めたりしようとしている。（国語への

関心・意欲・態度） 
（２）目的に応じて，観点をもちながら文章を読み，根拠を明らかにしながら自分の考えをまとめている。

（読む能力） 
（３）本や文章を比べたり関連させたりして読み，考えたことを交流し合って，自分の考えを広げたり深め

たりしている。（読む能力） 
 
７ 単元について 
（１）児童について 
   子どもたちは，これまで「読むこと」の学習において，「百年後のふるさとを守る」で「伝記」と

いう様式に初めて触れた。その中で，物語のように書かれている部分と，事実の説明や筆者の考えが

書かれている部分を区別しながら人物の行動や考え方を読む学習を行った。また，人物の行動や生き

方について，自分と照らし合わせながら，共通点や相違点を明らかにしたり，共感する点を中心に考

（第５学年及び第６学年 Ｃ（２）①オ） 
・共通のテーマについて一人一人読み取ったことや考えたことをまとめ，読書会で交流する。 
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えをまとめたりする活動に取り組んだ。これらの学習を通して，登場人物の心情や考え方について叙

述に即して読んだり，自分の考えを書きまとめたりすることに進んで取り組もうとする意識が高まっ

てきている。しかし，読むことに苦手意識をもち，教師の支援を必要とする児童もいる。また，読み

取ったことや自分の考えを交流し，学び合うことについてもまだ十分だとはいえない。 
読書については，朝読書や家庭での読書に取り組んでいるが，読書に対する関心・意欲の個人差が

大きい。これまでに，読書についての交流活動の機会が少なかったため，読む本のジャンルが偏って

いる。特に，学習漫画や低・中学年向けの活字の少ない本を好む傾向にある。本単元で，児童が普段

読んでいるものとは異なる味わいの作品と出会うことで，読書に対する興味を高め，読む本の分野を

広げられるようにしたい。 
 
（２）教材について 

本単元では，自分の読書生活について振り返り，課題や改善方法について考えることや，今まで読

んでこなかったジャンルの本に触れることにより，自分の考えや読書の世界を広げ深めることをねら

いとしている。 
「千年の釘にいどむ」は，かじ職人である白鷹幸伯さんが，千年以上前の古代の釘に負けない釘を

作ろうとする姿を描いたノンフィクションの文章である。古代の釘を再現する中で解明した古代の職

人の見事な技術を挙げながら，材料である鉄の質や形にこだわり，人生をかけて釘作りに挑み続ける

白鷹さんの職人としての意地や思いが描かれている。 

この作品は，白鷹さんの語った言葉や釘の特徴を分析する姿が手がかりとなり，人物像や生き方を

想像しやすいという特長がある。また，仕事に熱意と誇りをもって打ちこむ生き方にふれることで，

自分の生き方や考え方を見つめ直す機会となりうるという内容価値も期待される。文章は常体文で一

つ一つの文が短く端的に書かれており，白鷹さんの考えや行動を歯切れよく表現している。ほかにも，

「作らなければならない」「見事さにおどろいた」「負けるわけにはいかない」など，筆者が白鷹さん

の視点に同化して書き進めていることから，白鷹さんの職人としての釘作りにかける思いが臨場感を

もって伝わってくる。 

  
（３）指導にあたって 

本単元では，これまでの自分の読書生活について振り返ることや，「千年の釘にいどむ」の白鷹さん

の生き方や考え方を読んでいくことで，本の面白さに気付き，自分の考えや読書の世界を広げ深めて

いけるようにしたいと考える。 
第１次では，これまでの図書室利用状況のリストを調べ，学級の読書生活の課題点を明らかにする。

読書量が全体的に少ないこと，興味・関心をもつ本の分野に偏りがあることに気付かせ，改善してい

こうとする必要感を持たせる。そこで，これまでに読んでこなかった本の一つのジャンルとしてノン

フィクションを紹介し，「千年の釘にいどむ」を読む意欲付けを図る。また，単元の最後に読書会を開

くことを知らせ，見通しをもって学習を進めていくことができるようにする。 
第２次では，白鷹さんの職人としての意地や思いを読み取り，自分なりの考えをもつことができる

ようにする。そのために，古代の釘の見事さや，白鷹さんの言葉や行動など，読む視点をはっきりと

させて読んでいく。また，読み取ったことや考えたことについて友だちと交流をし，自分の考えを深

められるようにする。 
第３次では，「千年の釘にいどむ」の読みを生かして，自分が選んだ本の人物についてまとめ，読書

会を開く。テーマを『「何かを成し遂げた人・何かに挑んでいる人」に共通する生き方や考え方を探る』

とし，様々な本を選んで読んだり，友達と交流したりすることで，自分の考えを深め広げさせたい。

子どもたちは，「生き方や考え方の共通点を探る」という目標に向かう過程で，「職人」や「プロフェ

ッショナル」と呼ばれる人たちの生き方に心動かされるものと思われる。読書会後は，本単元を通し

ての自分の読書活動の広がりや深まりを再確認し，今後の読書生活に生かしていけるようにする。 
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（４）言語活動の系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 指導計画（C 読むこと 全８時間） 
次 時 主な学習活動 指導上の留意点 評 価  

 

 

一 

 

 

 

１ 
○これまでの読書生活を振

り返り，課題点と改善点に

ついて考えること。 

・図書室利用状況のリストを提示し，学級

の読書生活の課題点と改善点を考えさ

せる。 

・現在の読書生活の現状をとらえ，課題

 や改善方法を見つけようとしている。

 

 

２ 

○単元全体の見通しをもち，

学習計画を立てること。 
・「千年の釘にいどむ」での読みを，読書

会に生かすという意識付けを図る。 
・単元全体を概観し，単元のねらいにつ

いて理解し，読書会までの学習の見通

しをとらえている。 

 

 

 

 

 

 

二 

３ 
本

時 

○古代の釘の見事さと，それ

に対する白鷹さんの思い

について読むこと。 

・釘の材質，形，かたさの３点に着目させ，

整理しながら読み取らせる。 
・白鷹さんが古代の釘に対してどのように

思っているかを考えさせ，次時の読みへ

つなげる。 

・古代の釘の材質，形，かたさの見事さ

を読み取っている。 
・古代の釘の見事さに気づいた白鷹さん

 の気持ちをまとめることができる。 

 
４ 
 

○白鷹さんの釘作りにかけ

る職人の意地について読

むこと。 

・古代の釘に負けないものを作りだそうと

する思いが分かる白鷹さんの言動に着

目させ，読み取らせる。 

・白鷹さんの釘作りへの思いや願い，職

人としての意地を読み取り，まとめる

ことができる。 

 
５ 
 
 

○古代の職人や，釘作りに挑

み続ける白鷹さんについ

てまとめ，交流すること。 

・これまでに読み取ってきた内容を基に，

白鷹さんや古代の職人について自分の

考えをまとめさせる。 
・自分の考えと友達の考えを比較して，共

通点や相違点を見つけさせる。 

・作品全体から，古代の職人や白鷹さん

のすごさや，生き方について自分なり

の考えをまとめることができる。 

 

三  

６ 
７ 

○読書会に備えて，発表原稿

を書くこと。 
 

・２次で読み取ってきたように，人物の言

葉や行動などの叙述に即して，自分の考

えをもてるようにする。 

・根拠を明らかにしながら，自分の考え

 や思いが伝わるように文章にまとめ 
ることができる。 

５年１学期：「あめ玉」 
・四年生までの学習を確かめる。 

５年１学期：「のどがかわいた」 
・人物像と人物同士の関わりに気を付けて読む。 

５年１学期：「百年後のふるさとを守る」 
・物語のように書かれている部分と，事実の説明や筆者の考えが書かれている部分を区別しながら，伝記を読む。 

本単元 
・描かれた人物の生き方や考え方について感想をもつ。 

５年３学期：「わらぐつの中の神様」 
・物語の特色は「構成」「人物像」「表現」に表れることを理解し，それをとらえる。 

５年２学期：「大造じいさんとガン」 
・優れた表現によって，直接書かれていない人物の深い心情や性格について想像したり，文章構造から作品の主題をとらえたりする。 
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８ 

○グループでの読書会を行

うこと。 
 

・友達の発表から自分が気付かなかったこ

とや学んだことをまとめ，自分の考えを

広げたり深めたりすることのよさを実

感できるようにする。 

・自分と友達の共通点や相違点，深ま 
った自分の考えをノートにまとめる 
ことができる。 

 
９ 本時の授業 
（１）目標 
    古代の釘の見事さや，古代の釘が見事に作られていることに対しての白鷹さんの気持ちについて読

み取ることができる。 
 
（２）展開 

 学習活動 ○指導上の留意点 
 
導

入 
５ 
分 

１．前時を想起する。 
 
 
２．本時の課題をとらえる。 

・白鷹さんが薬師寺再建のために，千年もつ釘作りに挑戦してい

る人物であることを想起させる。 
 
・建物を長くもたせるためには現代の釘は使えないこと，千年も

つ釘を作るために白鷹さんが古代の釘に着目したことを確認

し，課題へとつなげる。 

 
 
展

開 
 
33 
 
分 
 
 

３．学習課題を解決する。 
（１）古代の釘の見事さについて一

人学びをする。 
 
 

（２）古代の釘の見事さについて全

体交流する。 
 
（３）古代の釘の見事さを発見した

白鷹さんの思いについてまと

める。 

 
・古代の釘の見事さについて読み取るためには，形式段落⑥～ 
 ⑩を中心に読んでいくことを確認する。 
・釘の材質，形，かたさの 3 点に着目して読み取らせる。 
 
・現代の釘と古代の釘を比較しながら整理していく。 
 
                             

・古代の釘の見事さを知った白鷹さんは，古代の釘に対してどの

ように思っているか，根拠を明確にしてまとめさせる。 
・条件に沿ってまとめることができたか，自己評価させる。 

終

末

７

分 

４．本時の学習を振り返る。 
 
５．次時への見通しをもつ。 

・本時の学習で身に付いた力について振り返らせる。 
 
・次時は，釘作りにかける白鷹さんの思いについて詳しく学習し

ていくことを確認する。 

 
（４）本時の評価規準 
観
点 評 価 十分満足 おおむね満足 

努力を要する 
児童への手立て 

読
む
こ
と 

古代の釘の見事さ 
と，それに対する白鷹

さんの気持ちを読み

取っている。 

 叙述を基に古代の釘の

見事さを読み取り，根拠を

明確にして白鷹さんの気

持ちをまとめている。 

叙述を基に古代の釘

の見事さを読み取り，白

鷹さんの気持ちをまと

めている。 

写真や挿絵と文章を

結びつけながら，古代の

釘の見事さを読み取ら

せていく。 
 
 
 

古代の釘はどんなところが見事な

のだろう。 
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