
第６学年国語科学習指導案 
日 時 平成２４年１１月２０日（火）４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  Ｂ「書くこと」ア・イ・エ・オ 
               Ｃ「読むこと」ウ 
              「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」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。 
 ○書き手の考え方をつかみ、その効果的な構成と表現の仕方をとらえることができる。 
 
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 
  
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

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、明確な根拠をもち、相手が理解しやすいように話

す、という観点からすると大きな課題がみられる。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、児童の課題を克服するのにふさわしい教材であるといえる。 

（第５学年及び第６学年 Ｂ（２）②イ） 
・「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く。 
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  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、

双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、戦争と

対極にある「平和」について考える機会を見出せていない、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 
  教材文「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。本資料は「意見文を書く」「意見文で伝えたいことの

中心を考える」という目的のもとで読んでいく。その目的を実現するためには「平和とは何か」「平和を

壊したものは何か」「平和を保つために必要なことは何か」などの視点で、筆者の願いに迫ることが大切

と考える。その願いにふれながら、日常生活の中における「平和」を見出し、「平和」についての自分の

考えをつくることができるであろう。 
  意見文の例『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。「意見の根拠となる

体験をする前の考え」「意見の根拠となる体験・出来事」「予想される反論とそれに対する答え」が構成の

中に位置づけられ、意見文として効果的な順序、構成についてモデルとなる文章である。また、結論と根

拠に論理的な飛躍がなく、具体例が適切で整合性があることからも、児童が意見文を作るうえで、大きな

手掛かりになると考える。 
 
（３）指導にあたって 
  本単元では、意見文を書く活動を通して、自己の「平和」についての考えを表出することを目標として

いる。始めに意見文とはどのような文章かについて、既習の文章の種類と比較しながら位置づけていく。

次に『「平和」のとりでを築く』を読み、感想を交流する中で、平和についての「仮の要旨」を設定し、そ

の要旨に説得力を持たせるために、具体例や資料を集める活動を行う。 後に、意見文の書き方について

知り、構成や効果に気をつけながら意見文を書き、学習したことを交流することを行う。 
  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。 
第一次では、教材映像や教材文を提示し、意見文に対する意欲の喚起と、目的を実現するための学習計

画づくりを行う。学習計画は、今まで行ってきた言語活動を想起させながら、意見文を書くために自分た

ちが力として必要なこと、知る必要があることについて話し合い、学習計画を立てるようにする。第二次

では、教材文『「平和」のとりでを築く』を読み、感想を交流することで「仮の要旨」を決定する。その

際に、「平和」を子どもたちの現実から乖離しないよう、日常的な事実、感想をもとに「平和」へのイメ

ージや思いをふくらませ、等身大の意見がもてるようにしていきたい。また、モデルとなる意見文から、
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意見文を組み立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、ワークショップ型の話合いの中でまとめていく。第三次では、

これまで確認してきた「仮の要旨」「具体例や資料」「意見文の書き方」を活用し、実際に意見文に書きま

とめる。また、意見文を読み合い、評価しながら友達の良さに気付き、文章の効果や学習したことを再確

認しながら学習をまとめていきたい。 
 
（４）言語活動の系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 指導計画（Ｂ書くこと７時間 Ｃ読むこと３時間 全１０時間） 
次 時 主な学習活動 ・指導上の留意点  評価 

一 1 

・意見文について知り、学

習についての見通しをも

つ。 

・意見文のよさや効果について

考え、双括型の文章にまとめ

る。 

・意見文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。 
二 

2 

・「平和のとりでを築く」を

読み、「平和」について 
 感想をもつ。 

・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 

本

時 

・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。 

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り、

表現や構造の特徴につい

て考える。 

・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、書くことがで

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 
・文章に対する自分の考えを持ち、意見文を書く。 

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。 
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7 

・意見文の書き方について

の特徴や効果についてま

とめる。 

・意見文の特徴や効果について

観点ごとにまとめることがで

きる。 

・意見文の表現や構成の特徴に

ついて交流し、まとめること

ができる。 

三 

8 

9 

・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。 

10 

・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。 
 
９ 本時の授業 
（１）目標 
   考えたことをもとに、書きたいことの中心を「仮の要旨」として書き表わすことができる。 
 
（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 前時の学習を想起する。 
 
 
２ 本時の学習課題をとらえる 
 
 

・「平和のとりでを築く」から思った「平和」につ

いての考えを一覧表として配布し、自分や友達

の考えを確認する。 
・学習計画を想起し、本時の活動とその意味につ

いて確認する。 

展
開 

 
 

三
十
分 

３ 「仮の要旨」を書く。 
 
 
 
 
 
４ 「仮の要旨」についての反論を予想し、 
  グループで話し合う。 
 
 
 
 
５ 考えられる反論を書き出し、整理する。 

・児童の実態に応じ、「平和」について考えたこと

の一覧表を参考にして「仮の要旨」を作ること

を認める。 
 
 
 
・交流を位置づけることで、要旨が無理のないも

のかどうかを、実際に違う立場から考えさせる

場をつくる。 
・反論を予め想定することにより、自分の要旨を

支えるための資料に、どんなものがあればよい

のかを考えやすくする。 
・交流によって得られた反論についてカードに書

き、まとめる。 
 
 
 

意見文を通して一番伝えたい意見を「仮

の要旨」として書き上げよう。 

＜評価＞ 
・「仮の要旨」をまとめている。【ノート】 

＜評価＞ 
・主張に対する反論を想定している。【ノート】
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終
末 

十
二
分 

６ 本時の学習を振り返る。 
 
 
７ 次時への見通しをもつ。 

・「仮の要旨」を書くことができたのか、自分に対

しての反論を予想したり、友達にアドバイスで

きたのかについて尋ねる。 
・次の時間は「仮の要旨」が読み手に正しく理解

され、説得力をもたせるための具体例や資料を

集めていくことを伝える。 
 
 
（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 

書
く
こ
と 

「仮の要旨」を

書いたり、それ

に対する反論

を想定したり

している。 

友達の感想を広くとら

えながら自分の「仮の要

旨」を設定したり、友達

の意見を聞きながら

様々な反論を想定し、書

きまとめたりしている。

自分の感想をもと

に「仮の要旨」を設

定したり、友達の意

見を聞きながら反

論を想定したりし

ている。 

「仮の要旨」がとらえられない児

童へは、前時の自分の感想を適用

させる。また反論を考えることが

できない児童については、友達の

意見を聞いたうえで、自分の考え

を書いてよいことを確認する。 
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第６学年国語科学習指導案 
 

日 時 平成２４年１１月２０日（火）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 国語六 創造） 
      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 Ｂ「書くこと」ア・イ・エ・オ 
               Ｃ「読むこと」ウ 
               「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」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。 

○書き手の考え方を掴み，その効果的な構成や表現の仕方を捉えることができる。 
 
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則って書きまとめる力 
   
５ 単元を貫いて位置付ける言語活動 
 
 
 
 ・意見文について，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）意見文の効果的な構成や工夫を捉えている。（読む能力） 
 
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

（第５学年及び第６学年 Ｂ（２）②イ） 

・「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く。 
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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。 
     これらの状況の分析により，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。この児童の姿からは，目指す姿への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，意見文を書く活動を通して，自己の「平和」についての考えを表出することを目標とし

ている。そこに至るまでには平和についての自分の考えを持ち，意見文を書くという段階を踏むことと

している。この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。 
     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。第３次では，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。 
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（４）言語活動の系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 指導計画  （Ｂ 書くこと１０時間  全１０時間） 
次 時 主な学習活動 ・指導上の留意点   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。 

二 

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。 

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）

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。

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２学期：「生き物はつながりの中に」 

◇要旨をとらえ，筆者の考えに対する自分の考えを持ち，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 

◇文章に対する自分の考えを持ち，意見文を書く。 

６年３学期：「今，私は，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。 
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二 

５(

本
時) 

◇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。 

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。 

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。 

三 

８ 
９ 

◇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。 

・組み立てたカードを生

かして意見文を書いて

いる。 

10 

◇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。 
・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。 

・友達の工夫に気付いて

いる。 

 
９ 本時の指導 
（１）本時の目標 

    意見文のモデルの良いところを話し合い，「意見文書き方マップ」にまとめることができる。 
 
 （２）本時の展開 
段階 学習内容と学習活動 指導の手立てと評価 

導
入(

七
分) 

１ 前時を想起する。 
２ 学習の流れを確かめる。 
３ 本時の学習課題を捉える。 
 
 

○自分で書いた付箋を確認する。 
 
 
 「意見文書き方マップ」をつくろう。
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展
開
（
三
十
分
） 

４ グループ毎に，付箋を持ち寄り内容毎に仲間分

けする。 
 
 
 
 
 
 
 
５ できあがったマップをグループごとに発表す

る。 
・見出しのみでよい。 

○自分の付箋について自分で説明する。 
 
 
 
 
○どんな内容にあたるか話し合う。 
○適宜本文に立ち戻りながら行う。 
○内容毎のまとまりに見出しをつける。 
 
○自分たちのマップとの共通点や相違点を考えなが

ら聞く。 
 
 
 
 

終
末(

八
分) 

９ 自分がどの項目を取り入れて意見文を書くか

イメージさせる。 
 
１０学習を振り返る。 
 ・学習感想を書く。 
 
１１次時への見通しを持つ。 

○意見文のイメージを持たせる。 
 
 
 
 
 
○自分の意見を補強する資料を集めることを知らせ

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 

書
く
こ
と 

自分の付箋を説明

し，「意見文書き方マ

ップ」を作る。 

自分の付箋について意見文の

良さを説明するとともに，友

達の付箋の内容を考え，仲間

分けをして見出しを考えてい

る。 

自分の付箋を説明

し，仲間分けをして

いる。 

自分の書いた付箋がどん

な良さについてなのか，

観点に基づいて助言す

る。 

 
 
 

＜評価＞ 
付箋に書いた意見文の良さを，友達に説明で

きる。              【観察】 

＜評価＞ 
 本文に則って，見出しをつけ「意見文書き方

マップ」を作っている。     【マップ】 
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