
第６学年国語科学習指導案 
日 時 平成２４年１１月７日（水）３校時 
児童数 男子１２名 女子１０名 計２２名 
指導者 高 橋  徹 

 
１ 単元名  自分の考えを明確に伝えよう 「平和」について考える 
 
２ 教材名 「平和のとりでを築く」 

「わたしにとっての『平和』」（光村図書 国語六 創造） 
 
３ 単元の指導目標 
   第５学年及び第６学年 Ａ「話すこと・聞くこと」イ・エ 
              Ｂ「書くこと」ア・イ・エ・オ 
              「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」イ（ア）・キ 
 ◎戦争や平和について自分の考えを明確に表現するため、意見文の構成を考えて書くことができる。 
 ◎意見文をもとに、自分の意見が明確に伝わるようにスピーチの構成を工夫しながら、場に応じた適切な

言葉遣いで話すことができる。 
 ○聞き手への伝わり方を考えて、意見文をスピーチの話し言葉に直すことができる。 
 ○話し手の考えを捉え、自分の意見と比べながら聞くことができる。 
 
４ 身につけたい力 
 ・効果的な意見文の構成を知り、自分の考えをその構成に即して書きまとめる力 
 ・意見文をもとに書き言葉と話し言葉の違いを理解し、伝わるような構成を考えて話す力 
 
５ 単元を貫いて位置づける言語活動とその説明 
 
 
 
・意見文やそれに基づくスピーチについて、モデルを分析してより効果的な構成や、工夫を捉え、自分の 
考えをそれらの方法に基づき、より明確に伝える言語活動である。 

 
６ 単元の評価規準 
（１）「平和」について自分なりに考えを持ち、表現しようとしている。（国語への関心・意欲・態度） 
（２）効果的に意見が伝わるように構成や表現を工夫している。（書く能力） 
（３）自分の考えを明確にした上で、より伝わるように構成や話し方を工夫している。（話す・聞く能力） 
（４）話し手の意図を捉え、自分の考えとの共通点や相違点を考えながら聞いている。（話す・聞く能力） 
 
７ 単元について 
（１）児童について 
  本学級の児童は学習意欲が高く、学習活動に対して前向きに取り組むことができる。意見の交流も活発

（第５学年及び第６学年 Ａ（２）②ア） 
・「平和」についての意見を持ち、意見文としてまとめたり、スピーチしたりする。 



に行われ、グループや全体の前でも臆せず、発言しようとする意欲が高い児童が多い。安心して話すこと

ができる反面、勢いや思いつきで発言することも多く、明確な根拠をもって確実に話す、という観点から

すると課題がみられる。書くことについては、様々な言語活動を経て文章の様式や構成に気をつけながら

書くことはできているが、全体的に拙速な文章が多く、結論を急いだり、論理が飛躍したりしていること

が日常的の記述にも多くみられる。本単元は書くことと話すことの関連性、連動制が強く求められること

から、児童にとってこれまでの課題を克服するのにふさわしい教材であるといえる。 
  説明文教材としては、６年生「感情」「生き物はつながりの中に」において事実と意見を区別しながら       

 それぞれの段落の役割を考えて、読むことの学習を行ってきた。接続詞やキーワードをもとに、頭括型、

総括型等の構成の種類にも目を向けて読んできている。個人差はあるものの、筆者の言いたいことや伝え

たいことを短い時間でとらえ、自分の意見を持つことができる児童が増えてきた。今回扱う『「平和」の

とりでを築く』を短時間でどう読んでいくのかがポイントとなるであろう。 
  本単元と大きく関連するのは社会科である。社会科では現在、明治期～昭和期の戦争についての学習を

行っている。学級には歴史好きの児童が多く、興味と課題意識をもって学習に取り組んでいるが、これら

の学習をもとに、「平和」について考えることがあまりできていない、という実情もある。本単元で「平

和」について考え、発信する価値は極めて大きい。 
   
（２）教材について 
  教材映像として、「いま僕たちに出来ること」「広島市平和記念式典 児童の言葉」を使用する。「いま僕

たちに出来ること」は、２０１１年のプロ野球、東日本大震災復興支援試合において当時の楽天イーグル

スの選手会長、嶋基宏選手が被災者へ送ったスピーチである。「広島市平和記念式典 児童の言葉」は、

平和記念式典において、代表児童２名が平和への願いを訴えているスピーチである。どちらも聴衆に訴え

る願いや思いが強く表れているスピーチとして、単元への誘い及びスピーチのモデルとして活用する。 
  「平和のとりでを築く」は、広島平和センター理事長を務められた故大牟田稔氏による、原爆ドームを

題材とした、平和を希求する思いのこめられた説明文である。本教材からは、世界遺産となった原爆ドー

ムの果たす役割や、世界遺産となるまでの様々な思いが説明され、児童の気持ちを揺さぶるものとなって

いる。この教材を読むことで、児童の抽象的かつ一面的な「平和」のイメージが覆され、具体的かつ多面

的に考えることができるだろうと思われる。 
  教材文の例「私にとっての『平和』」は具体例が適切に配置された双括型の意見文であり、児童はこの文

章を分析することで、より伝わりやすい文章構造を学ぶことができると考えられる。 
 
（３）指導にあたって 
  本単元では、 終的にスピーチという形式をとり「話す」ことを単元の終末としている。しかし、ここ

に至るまでには平和についての自分の考えを持ち、意見文を書き、それをもとにスピーチする、という３

段階を踏むこととしている。この３段階を経る過程で、児童の思考は徐々に整理、収斂し、 終的には自

分の考えをより具体的かつ明確にする必要が出てくる。その中でも、意見文を書く、スピーチをするとい

う形式の異なる２種類の表現方法を経験することは、自分の考えをより伝わるようにアウトプットする、

という目的に対し、重要な言語活動の経験となる。 
  また、その力を身につけていくために、教材映像や教材文の良さを目的に応じて見出す必要がある。「も

のの見方を広げよう～目指せ！評論家」で学んだ、モデルを分析しそのよさを項目化して自己の表現に生

かしていくという学びを活用し、単元の展開を支える力として更に深化させたい。 



  第１次では、教材映像や教材文を提示し、意見文やスピーチに対する意欲の喚起と、仮の要旨として平

和に対する自分の考えを持つことをねらいたい。第２次ではその思考を文章として具体化させるために、

必要な情報を選択し、活用すること行わせる。モデルとなる意見文をもとに、自分の意見文を書くことだ

けでなく、意見文を組みたてるために必要な要素を抽出、得た知識・技能を児童間で交流することで、様々

な場面において活用、転用することができるようまとめさせたい。第３次では 終目的であるスピーチに

向けて、書いた意見文や調べた資料などを活用しながら効果的なスピーチをするための原稿づくりを行い、

より主体的に表現する立場として活動を行う。第２次と同様、スピーチを効果的に行うために習得したこ

とをしっかりとまとめ、次の単元でも活用できるようにしていく。 
 
（４）言語活動の系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 指導計画（Ｂ書くこと９時間 Ａ話すこと・聞くこと６時間 全１５時間） 
次 時 主な学習活動 ・指導上の留意点  評価 

一 

1 

本

時 

・意見文やスピーチについ

て知り、学習についての

見通しをもつ。 

・スピーチを聞き比べながらよ

さや効果について考えさせ

る。 

・スピーチのよさや効果を考

え、意欲的に学習計画につい

て考えることができる。 

2 

・「平和のとりでを築く」を

読み、「平和」について考

える。 

・題名や筆者が伝えたかったこ

とから、「平和」について考え

る。 

・筆者の考えを取り出し、自分

の考えとつなげている。 

3 

・感想を交流し、平和につ

いての自分の考えを「仮

の要旨」として短く文章

にまとめる。 

・自分にとっての「平和」とは

何か、ということから、言い

たいことの中心を考えるよう

にする。 

・資料や友達の感想をもとに、

「仮の要旨」を文章にまとめ

ることができる。 

６年１学期：「感情」 
・段落のつながりや内容に着目し、段落を並び替えて文章を完成させる。 

６年１学期：「生き物はつながりの中に」 
・要旨をとらえ、筆者の考えに対して自分の考えを持ち、書き表す。 

６年２学期：「目指せ！評論家」 
・表現や構成の工夫をとらえ、評論文を書く。 

本単元 
・自分の意見を持ち、意見文としてまとめたり、スピーチしたりする。 

６年３学期：「今、わたしは、ぼくは」 
・話の構成を工夫しながら、聞く人の心に届くよう、場に応じた言葉遣いで発表する。。 



二 

4 

5 

・具体例や資料を集めて意

見に説得力を持たせ、要

旨を確定する。 

・集めた資料が要旨に即したも

のかどうかを検討するように

する。 

・「仮の要旨」に合わせて適切

な資料や具体例を選ぶこと

ができる。 

6 

・意見文の書き方を知る。 ・意見文の例を読むことで書き

方について考えることができ

るようにする。 

・意見文の表現や構成の特徴に

ついて気付き、まとめること

ができる。 

7 

8 

・意見文の書き方や構成を

確認しながら、自分の考

えを書く。 

・書こうとする内容をカードに

書き、カードを並べ替えなが

ら構成を考えるようにする。

・意見文の特徴についてまとめ

たことをもとに、意見文を書

くことができる。 

9 

・表現や構成について交流

する。 
・意見文がさらによい内容にな

るよう、グループで読み合い、

助言し合う。 

・友達の工夫に気付き、必要に

応じて自分の意見文に取り

入れることができる。 

三 

10 

11 

・意見文をもとに、スピー

チの構成を考える。 
・書き言葉と話し言葉との違い

を想起し、スピーチ原稿の書

き方を考えるようにする。 

・意見文の表現や構成との違い

に気付き、スピーチ原稿の書

き方を考えることができる。

12 

13 

・スピーチ原稿を書き、効

果的に伝えるための練習

をする。 

・モデルとなるスピーチを聞き、

音声面での工夫について考え

る。 

・意見文をもとに、スピーチ原

稿を書き、工夫して発表練習

をすることができる。 

14 

15 

・スピーチ発表をしたり、

聞いたりする。 
・単元で身に付けた力を確

認する。 

・スピーチを聞く時の観点を定

め、相互評価できるようにす

る。 

・友達の良さや、自分が身に付

けた学習内容についてまと

めることができる。 

 
 
９ 本時の授業 
（１）目標 
    スピーチを聞き比べ、そのよさや効果について考えるという言語活動を行うことによって、スピー

チを行うことへの意欲を持ちながら学習計画を考えることができる。 
 
（２）展開 
 学習活動と学習内容 指導の手立てと評価 

導
入 

 
 

三
分 

１ 意見文、スピーチについて知る。 
 
 
２ 本時の学習課題をとらえる 
 
 

・今まで扱ってきた文の種類や言語活動を振り返

りながら、意見文とスピーチについて紹介する。

 
・２つのスピーチを聞き比べることを伝える。 
 よいスピーチについて考えよう。 



展
開 

 
 

三
十
分 

３ 教師による意見文のスピーチと「いま僕た

ちに出来ること」を聞き比べる。 
 
４ よいスピーチだと思う理由や、どういう 
  気持ちになったのかについて考える。 
 （理由に関して） 
・意見の内容について 

 ・言葉の選び方について 
 ・話す技術について  など 
 
５ 小グループで交流する。 
 
６ 全体で交流し、まとめる。 
 

・聞き終わったら、どちらのスピーチがよいと思

ったかを決めさせる。 
 
・必要に応じて再び「いま僕たちに出来ること」

を聞きながら、書くようにする。 
 
 
 
 
 
・ただ聞くだけでなく、それについてどう思った

のかを明らかにしながら意見の交流をさせる。

・出された意見を板書にまとめる。 
・スピーチをしてみたい、という考え、意見をふ

くらませ、学習計画に入りたい。 

終
末 

 
 

十
二
分 

７ 「平和」についてのスピーチを行う学習計

画を立てる。 
 
８ 本時の学習を振り返る。 
 
９ 次時への見通しをもつ。 

・スピーチを行うために意見文を書くこと、意見

文を書くためには文章を読んだり、資料を調べ

たりすることを、逆算的に確かめていく。 

 
 
（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 

スピーチのよさや

効果を考え、今後の

学習活動について

意欲を示している。

スピーチのよさや効果に

ついて様々な視点からま

とめ、意欲的に学習計画

を考えている。 

スピーチのよさや効果

に気付き、学習計画につ

いて意見をもっている。 

スピーチを聞き比べた

ときの相違点に気付か

せ、できそうなことを

確かめる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜評価＞ 
 よいスピーチだと思う理由やどういう気持

ちになったのかについて考え、学習計画を考え

ることができる。  【学習シート・反応】 

＜評価＞ 
 意見文を書いたり、スピーチをしたりするこ

とに関心をもっている。     【感想】 



第６学年国語科学習指導案 
 

日 時 平成２４年１１月７日（水）５校時 
児 童 男子１２名 女子１１名 計２３名 

        指導者 菊地 光史            
 
１ 単元名 自分の考えを明確に伝えよう『「平和」について考える』 
 
２ 教材名 教材文 ：平和のとりでを築く  

私にとっての『平和』 （光村図書 ６年） 
      教材映像：平成２２年広島平和式典（広島市） 
 
３ 単元の指導目標（第５学年及び第６学年 Ａ「話すこと・聞くこと」イ・エ 
                     Ｂ「書くこと」ア・イ・エ・オ 
                     「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」イ(ア)・キ） 
  ◎戦争や平和について自分の考えを明確に表現するため，意見文の構成を考えて書くことができる。 

◎意見文をもとに，自分の意見が明確に伝わるようにスピーチの構成を工夫しながら，場に応じた適切な言

葉遣いで意見を話すことができる。 
○聞き手への伝わり方を考えて，意見文をスピーチの話し言葉に直すことができる。 
○話し手の考え方を捉え，自分の意見と比べながら聞くことができる。 

 
４ つけたい力 
  ◎効果的な意見文の構成を知り，自分の考えをその構成に則って書きまとめる力 
  ◎意見文をもとに，書き言葉と話し言葉の違いを理解し構成を組み替えより伝わるように話す力 
 
５ 単元を貫いて位置付ける言語活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・意見文やそれに基づくスピーチについて，モデルを分析してより効果的な構成や工夫を捉え，自分の考えを

それらの方法に依りより明確に伝える言語活動である。 

単元を貫いて位置付ける言語活動（第５学年及び第６学年 Ａ（２）②ア） 

◎「平和」についての意見を持ち，その意見を伝えるために意見文を書きスピーチをする。 
○上記活動に伴っての流れ 

  ア：「平和」ということについて今考えるイメージを話し合う。（メモリーツリー） 
 イ：教材映像を視聴し，広島の児童のスピーチの目的を考え，単元計画を立てる。 
 ウ：教材文を読んで筆者の考えをつかみ，「平和」について自分のイメージマップを作る。 

  エ：教材とイメージマップから，「平和」について自分の考えを短く文章にまとめる。 
  オ：意見文の例を読み，「意見文書き方マップ」を作り，それをもとに資料を集め意見文を書く。 
  カ：意見文を読みあい，友達の文章の良さや修正点を指摘しあう。 
  キ：スピーチのモデルから，構成の工夫と話し方の工夫を「スピーチマップ」としてまとめる。 
  ク：スピーチメモを作り，スピーチ発表会を行う。 
  ケ：友達のスピーチを聞いて，「平和」について自分の考えをまとめる。 



６ 単元の評価規準 
 （１）「平和」について自分なりに考えを持ち，表出しようとしている。（国語への関心・意欲・態度） 
 （２）書く材料を整理し，読み手に意見が伝わるように構成を考えて書いている。（書く能力） 
 （３）効果を意識して，引用や表現を工夫している。（書く能力） 
 （４）自分の考えを明確にした上で，より伝わるように構成や話し方を工夫している。（話す・聞く能力） 
 （５）話し手の意図を捉え，自分の考えとの共通点や相違点を考えながら聞いている。（話す・聞く能力） 
 
７ 単元について 
 （１）児童について 
     児童は，学習に対し真剣に取り組むことができる。学習意欲もあり，学びを自らの力にしようと努力

することも凡そできる。しかし，その一方で自らの考えを外に発信することに非常に慎重であり，また

消極的でもある。これらは，語彙の少なさによる表現力の不足，主述をはじめとした文章力の不足等の

言語力的な要素と，生活全般における受動的な態度とそれに伴う自分の考えを持つ意識の希薄さ，他者

の意見を否定する，他者に意見を否定されることへの過度な緊張や誤った協調性による話し合い，練り

上げていく経験の薄さなどの情意的な要素があると考えられる。 
     そういった状況の分析より，これまでの学習に於いては自分の考えを書き表したり，それを読み合い

評価したりする機会を積極的に準備し取り上げてきた。また，小グループ活動を積極的に用い，自身の

考えを口頭でアウトプットし，他者に理解してもらう機会も多く持ってきた。これにより，「話さなけ

れば自分の考えを伝えることはできない」という意識は喚起できてきたが，思考の言語化に関しては上

記の語彙の問題等もあり，また文章力，並びに条件の理解の不足により定められた条件下で記述するこ

となどにおいて未だ解決すべき問題を抱えていると思われる。 
     これまで，上記の問題の解消を目指し，「ものの見方を広げよう～目指せ！評論家」では，モデルと

なる評論文を構造的に分析し，観点毎にその工夫や優れた点をまとめ，それを活用して評論文を書く学

習を行った。これまでの児童の文章に比べ，短い時間で工夫や優れた点を取り入れて筋の通った評論文

を書くことが概ねできていた。このことから，問題点の解消には「モデルの良さを具体的に項目化」し，

「それを単純化し適用」してさまざまな種類の文章を書いたり話したりすることが有効だと考えられる。 
 
 （２）教材について 
     教材映像「平成２２年度広島市平和記念式典 児童の言葉」は，インターネット動画共有サービス「You 

Tube」に於いて広島市が公的にアップロードしている映像である。代表児童２名が，多くの人々を前に，

平和への願いを訴えている。児童は原稿を手に持ってこそいるものの，自分の発言時はほとんどそれを

見ることなく，聴衆に訴えかける表情，抑揚，首の角度や視線を以て平和を訴えている。この児童の姿

からは，「平和への願い」という内容面と，優れたパブリックスピーカーとしての表現面の２つに於い

て児童の手本となり得る。原爆投下地であるという事実は，教材文とも連動する。 
     また，「平和のとりでを築く」は，広島平和センター理事長を務められた故大牟田稔氏の，原爆ドー

ムを題材とし，平和を希求する思いの込められた説明文である。本教材からは，単純に平和が良い，と

いうだけでなく，世界遺産となった原爆ドームの果たす役割やそこに至るまでの人々の逡巡が説明され，

児童の思考を揺さぶるものとなっている。この教材を読むことで，児童の一面的な「平和」のイメージ

は膨らみ，多層的に迫ってくると思われる。教材文の例「私にとっての『平和』」は双括型で具体例，

資料が適切に配置された意見文であり，児童はこの文章を分析することにより，より伝わりやすい文章

構造を学ぶことができるであろう。 
 



 （３）指導にあたって 
     本単元では， 終的にスピーチという形式をとり「話す」ことを単元の終末としている。しかし，こ

こに至るまでには平和についての自分の考えを持ち，意見文を書き，それをもとにスピーチをする，と

いう３段階を踏むこととしている。この３段階を経るプロセスで，児童の思考は徐々に収斂し， 終的

には自分の考えをより具体的かつ明確にする必要が出てくる。その中でも，意見文を書く，スピーチを

するという形式の異なる２種類の表現方法を経験することは，自分の考えをより伝わるようにアウトプ

ットする，という目的に対し重要な経験となる。 
     また，その力を身につけていくために，教材映像や教材文の良さを目的に応じて見出す必要がある。

「ものの見方を広げよう～目指せ！評論家」で学んだ，モデルを分析し，その良さを項目化し自己の表

現に生かしていくという学びを活用し，単元の展開に寄与する力として更に深化させたい。 
     第１次では，仮の要旨として平和に対する自分の考えを持つために教材映像や教材文を提示し，思考

の深まりを促したい。第２次ではその思考を言語化していく。その言語化の際には意見文の例の分析か

ら構成，展開，必要な情報とその提示の仕方などを理解し，自分の意見文に活用していく。ここまでの

学習に於いて，要旨（自分が伝えたいこと）の確定並びにモデルの分析と要素の抽出，適用の一連の力

を習熟・深化させる。また，その意見文を読み合い，評価しあう中で他者の適用に気づき，また自分の

適用と効果を再度確かめることで自分の身につけた力をメタ的に認識させていく。第３次では２次迄で

身につけた力を「話す」という様式に転化し，様式の違いを超えて学びを活かせるようにしていきたい。

また，その過程では書き言葉という文字として保障のある言語形態から話し言葉という質の異なる表現

を掴み，書き換えなければならない。更にそれを実際に話し手として訴える力も求められる。前単元，

また第２次迄の学習の発展的な活動としていく。 
 
（４）言語活動の系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「感情」 

◇段落のつながり

や内容に着目し，段

落を並び替えて文

章を完成させる。 

「生き物はつながりの中に」

◇要旨をとらえ，筆

者の考えに対する

自分の考えを持ち，

書き表す。 

「目指せ！評論家」 

◇表現や構成の工

夫をとらえ，評論文

を書く。 

本単元 

◇文章に対する自

分の考えを持ち，

意見文を書きスピ

ーチをする。 



８ 指導計画  （Ｂ 書くこと９時間 Ａ話すこと・聞くこと６時間 全１５時間） 
次 時 学 習 活 動 ○指導の手立て  ☆評価 

一 
 

１ 

◇「平和」という言葉から浮かぶイメージを出し

合い，メモリーツリーを作る。 
◇教材映像を視聴し，話し手の目的を考え，単元

を貫く学習課題を 
伝えよう，「平和」への思い 

とし，学習計画を立てる。 

○社会の学習やこれまでに読んだ本などを想起

させる。 
○ただ見るのではなく，内容と目的を意識できる

ようにメモを取りながら聞く。 
☆話し手の意図を聞き取り，その目的を考えてい

る。(ノート・発言) 
 

２ 

◇『平和のとりでを築く』を読んで，筆者の伝え

たいことを話し合う。 
○筆者が伝えたい「事実」と「意見」を分けてま

とめる。 
☆筆者の考えを取り出し，自分の考えとつなげて

いる。（ノート・発言） 

３ 
 

◇前時のメモリーツリーを想起しながら，自分の

「平和」についてのイメージマップを作る。 
◇教材と自分のイメージマップから，「今，自分が

伝えたいこと」を短く文章にまとめる。（仮の要旨）

○イメージマップの内容をもとに，自分の意識が

どんなことに向いているのかを認識し，それに基

づいて仮の要旨を決定させる。 
☆マップから仮の要旨を設定している。（ノート）

二 
 

４ 

◇意見文の例を読み，構成を分析する。 ○構成で気づいたことを付箋にまとめる。一つの

付箋に一内容とする。 
○視点を与え，どれに該当するかを考えるように

する。 
☆意見文の構成を言語化し，付箋に書いている。

                 （付箋） 

５ 
 

◇分析を構造化し，「意見文書き方マップ」を作る。

 
○グループで話し合いながら，付箋を集約し項目

化してまとめる。 
☆友達の考えと自分の付箋を比較検討し，まとめ

ている。（マップ） 

二 

６ 
◇自分の意見を補強する資料を集め，要旨を確定

させる。 
○仮の要旨をもとに資料を絞り込めるようにす

る。 
☆資料を適切に集めている。（観察・ノート） 

７ 

◇「意見文書き方マップ」をもとに意見文の構成

を考える。 
○書き方マップを手掛かりに，どんな構成にする

か考える。 
○内容のまとまり毎にカードに書き，並べ替えな

がらより伝わる構成を考えるようにする。 
☆根拠を持って構成を組み立てている。 

８ 

◇意見文を書く。 
 

○書き進まない児童には，カードとマップをもと

に詰まっている部分に応じた対応をマップから

紹介する。 
☆構成を明らかにして意見文を書いている。 
                （意見文） 



９ 

◇意見文を読み合い，友達の意見文に生かされて

いる学習内容に気付いたり，修正点を指摘したり

する。 
・マップを視点にして読み合い，良さを伝える。

◇単元の学習を振り返り，どんな工夫が使えるよ

うになったか書く。 

○友達の意見文を読む際の視点を書き方マップ

とし，具体的に参照できるようにする。 
○良さを伝える際も，マップのどこを活用できた

か指摘するようにする。 
☆友達の工夫に気付いている。（発言，付箋） 

三 

10 
11 

◇スピーチモデルを見て，構成と話し方の工夫を

「スピーチマップ」にまとめる。 
○「意見文書き方マップ」をベースに，違いを考

えながらまとめる。 
○通常の発表行為と比較し話し方の特徴を明ら

かにできるようにする。 
☆意見文の構成との相違点や共通点を考えてい

る。（付箋） 
◇前時の学習をもとに，意見文からスピーチに必

要な内容を抽出し，スピーチの構成を考える。 
○自分の書いた意見文とスピーチマップを比較

検討することにより，組み換えや抽出を行うよう

にする。 
☆意見文をスピーチに適した形に構成し直して

いる。（ノート） 

12 
13 

◇スピーチに必要な資料を準備する。 ○資料の使い方を考えながら準備するようにす

る。 
☆目的に応じた資料を準備している。（観察） 

◇スピーチの全体を組み立て，練習する。 ○スピーチマップで明らかにした話し方の工夫

を実践することを目的にさせる。 
☆マップの工夫を実践している。（観察） 

14 
15 

◇スピーチ発表会を行う。 
◇友達のスピーチと自分の発表から，「平和」につ

いて自分の考えをまとめる。 
◇単元で身についた力をまとめる。 

○メモを取りながら聞くようにする。 
○友達の発表を取り入れてまとめる。 
○マップを想起させながら，身についた力のメタ

認知を図る。 
☆自分の考えをまとめている。（ノート） 

 
９ 本時の指導 
（１）本時の目標 

    教材映像を見て，話し手の言葉や様子からどんな目的で話しているのかを理解しそれをもとに学習計画

を立てることができる。 
 
 （２）本時で扱う言語活動について 
    教材映像を見て，話し手の話の内容を聞き取り，話し手の目的を考える活動である。ここでは，視聴前

に「平和」についてメモリーツリーを作り，またメモを取りながら話を聞き，友達と話し合う活動も組み

込むことで，「平和への願い」に確実に繋がるようにする。パブリックスピーカーとしての要素はここで

は捉えず，あくまでも目的に着目して進める。 
 
 
 



 （３）本時の展開 
段階 学習内容と学習活動 ○留意点  ☆支援 

導
入(

七
分) 

１ 「平和」という言葉から連想してメモリーツリ

ーを作る。 
２ 学習の流れを確かめる。 
３ 本時の学習課題を捉える。 
 
 
 

○できるだけ多くの声を聴く。 
 
○単元の 初であるから学習計画を立てることを確

かめる。 
 
○VTR の背景は説明しない。 

展
開
（
三
十
分
） 

４ メモを取りながら教材映像を見る。 
 

 
５ メモをもとに，話し手の目的を考える。 
 （パーソナルワーク） 
・場の背景も考える。 
・具体的に言語化する。 
 

６ 小グループで交流する。 
 （グループワーク） 
 ・各自のノートの書き込みを合わせ，まとめる。

 
７ 全体で交流し，まとめる。 
 （クラスワーク） 

  

○メモの際の留意点を確認する。 
○内容をよく聞き，常に話し手の児童が何のために話

しているのかを意識させる。 
 
☆進まない児童には，メモや話し手の言葉から単語を

拾い，そこから連想させる。 
 
 
○１人ずつ話すようにする。 
○良いものを選ぶのではなく，話し合って意見をまと

めさせる。 
○メモから，根拠をはっきりさせる。 
○出された意見を板書にまとめる。 
○まとまったら，どんな思いで話していたか考えさせ

る。 

終
末(

八
分) 

８ 学習計画を立てる。 
 
９ 次時への見通しを持つ。 

○「書くこと」が「話すこと」に先んじることを確認

する。 
○同じく平和について書かれた文章を読むことを知

らせる。 

 
 
 （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

話し手の意図を聞き

取り，その目的を考

えている 

話し手の言葉や散見される状

況から場を理解し，その目的

を考え捉えている。 

話し手の言葉からそ

の目的を考え，捉え

ている。 

単語レベルで確認を行

い，戦争や原爆といった

悲劇性に気付かせる。 

 

VTR を見て，話し手の目的をとらえよ

う。 
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