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県の結果

本校の結果

事 例 小学校 国語科 第６学年 「自然を守る」  

テーマ 
「説明的文章の要旨をとらえるための 

                授業展開の工夫と評価の活用」 

授業改善

のポイン

ト 

・段落の要旨をつかむための具体的な指導 

・児童の学習の到達を図る診断的評価・プレテストの活用 

・「読むこと」に重点を置いた単元指導計画の見直し 

 
１ 学習状況の把握と分析 
学習状況の把握 

【把握方法】 
 平成１５年度学習状況調査の５年生時の結果を把握方法とした。現在のクラス（６年生）は進級時にクラ

スの再編成を行っていないので、平成１５年度の学習状況調査の結果がそのまま学習状況の把握として使う

ことができると考える。 
↑ 

学習状況の結果と分析 
【結果】 

 
 
 
 
 

領域 通番 出題の意図 自校正答率 県正答率

１ 何について話し合われているかを考え、話し合いの内容を聞くこ

とができる。（聞く） ８０．５ ８５．９

２  発言の内容が賛成か反対かを考えて、話し合いの内容を聞くこと

ができる。（聞く） 
８１．３ ７８．６

３  分かりやすく伝えるために話し手がどんな工夫をしているかを

考えて、聞くことができる。（聞く） 
８２．８ ８２．８

話 
聞 
書 

４ 自分の考えを分かりやすく伝えるために、立場や理由をはっきり

させて書くことができる。（書く） 
７８．１ ８０・３

５  筆者が説明しているバナナの紙づくりの実験結果を、文章の内容

に沿って読むことができる。（読む） 
７１．１ ７４．９

６  分かりやすく伝えるための筆者の書き方の工夫を考えながら、読

むことができる。（読む） ８０．５ ７４．３書 
読 

７  筆者の意見を、答えの枠に合わせ、まとめて書くことができる。

事実と意見が書かれている部分を区別して、読むことができる。（書

く・読む） 
７８．１ ７９．８

８ ９６．９ ９７．９

９ ９７．７ ９８．０

10 
前後の関係を考えながら、正しい語句を選ぶことができる。（言語） 

９８．４ ９８．５

言

語

事

項 11 ５年生までに習った漢字を正しく読むことができる。（言語） ９６．９ ９４．９



12 ９５．３ ９６．５

13 ８５．９ ８４．５

14 
４年生までに習った漢字を正しく書くことができる。（言語） 

４６．１ ５７．９

  （平成１５年度学習状況調査 国語 ５年○組） 
 全体的にみると、「４年生までに習った漢字を正しく書くこと」以外は、言語についての習得率が高い。

これは、日常的な生活言語が適切であることと、読書に親しむ態度が身に付いていることがその背景にある

と考えられる。しかし、「４年生までに習った漢字を正しく書くこと」は県全体でも正答率が低い上に、本

校の実態もそれを下回っている。これは、字を書くことに対する抵抗感が年々強くなっている現代的な傾向

に合わせ、習得した漢字を反復する機会の乏しさに起因があると考えられる。 
 次に下記の条件で調査結果を分析してみる。 

①県全体の調査結果と比べて、自校の正答率が下回っている。 
②おおむね達成できている正答率を８０％として、それよりも下回っている。 

 上記の２つの条件で共に該当する設題項目が４項目（表太字）あった。それを領域別でみてみると「読む

こと」にかかわるものが半数の２項目ある。これは全体からみて、「読むこと」に対する習得が弱いことを

示している。 
 この「読むこと」について、県の調査結果と分析では県全体の課題としており、その「指導方法の工夫改

善」（平成１５年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査５ページ）でも「読むことにおいては、文章

の内容を的確に押さえながら要旨をとらえる力を育てていく指導が必要である。」としている。そしてさら

に、この県の実態よりも結果が下回る自校の結果には、指導の工夫改善は当然必要であると考える。 
 そこで、さらに本校の「読むこと」について調査結果を設問ごとに分析してみると 
５について 
△文章全体から質問の理由に当たる部分を見つけることができない。つまり、全体の要旨がつかめてい

ない。 
６について 
◎「段落」が形式段落を意味していることが分かっている。 
◎「この」という指示語が何を指しているかかが理解できている。 
◎例示と書き方の工夫を結び付けて考えることができている。 

７について 
△事実と意見を区別して読む力が弱い。 
△全体の要旨が的確につかめていない。 

 上記の分析から、「段落ごとのまとまりに注意して読むこと」や「指示語に注意して読むこと」について

は他の項目よりも正答率が若干高い。それは、これまでの国語の学習で学んだり反復したりする機会が多か

ったと考えられる。しかし、事実と意見を区別して読み取ったり、全体の要旨を的確につかんで読み取った

りする力は正答率が下がっている。この原因について一つは、論理的な思考の弱さが考えられる。そしても

う一つは、説明的な文章を正確に読む上で、どのように読んでいくのかという手法や部分（段落）をつなげ

て全体を読み取っていく点に弱さがあると考えられる。 
↑ 

授業改善へ 
 
２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針 

 学習指導要領国語編の「読むこと」の内容イ「目的や意図に応じて、文章の内容を的確に押さえながら要旨

をとらえること。」内容エ「書かれている内容について事象と感想、意見の関係を押さえ、自分の考えを明確に



しながら読むこと。」の力を伸ばしていきたい。それは、上記の分析でも挙げたように、「事実と意見を区別し

て読む力」「説明的な文章において、全体の要旨を的確につかむ力」が十分に身についていないと考えるからで

ある。そこで、単元及び単位時間、学級という集団で指導方法の工夫改善を考えていきたい。 
(2) 改善の具体的方途と実践 

 ６年生の国語科教材の中で説明的文章は三つしかない。その中で、「筆者の意図に沿ってまとめる」要約を取

り扱っているのは、「外来語と日本文化」という教材である。そこで、本実践ではこの教材を通して、「事実と

意見を区別して読む力」「説明的な文章において、全体の要旨を的確につかむ力」を付けていきたと考える。 

① 文章全体や段落の要旨をつかむための具体的な指導 
 「頭括式」文章と「尾括式」文章の分類 

従来の指導として、「中心となる文（キーセンテンス）を見つけて」とあるがそれをどのように見つける

か、という点について具体的な指導は少ないと思われる。一般的には「文章の中で大切だと思われる文」を

見つけるのだが、その見つけ方が問題であると考える。 
多くの説明的な文章はその構成として大きく二つに分けられる。一つは頭括式（初めにまとめて言ってか

ら後で詳しく説明する）であり、もう一つは、尾括式（最初に詳しく説明しておいてから後でまとめる）で

ある。これは形式段落という文章においてもあてはまっていくと考えられる。そこで、このような二つの文

章の構成があることをもとにしながら、中心となる文を見つけ、小見出し（短い要点まとめ）を考えさせて

みた。なお、「頭括式」「尾括式」という言葉は６年生の児童には難しいので、それぞれ「頭型」「しっぽ型」

と名付けて指導した。 
「筆者の考え・意見・疑問」の文を見つける 
  多くの文章は上記の手法で中心文を見つけることができるが、比較的に文章量が少ない、意味段落の中で

「まとめ」を担うような形式段落では、「頭括」も「尾括」もあてはまらない場合がある。その場合は段落内

にある文を、Ａ「筆者の考え・意見・疑問」とＢ「事実・説明・例」のどちらになるかを分類して考えさせ

た。中心文はＡ「筆者の考え・意見・疑問」から見つけていくよう指導していった。 
  しかし、このＡとＢの分類作業は、６年生といえどもなかなか難しいと思われる。そこで、この分類の手

法として、文末に着目させてＡの文を見つける方法を指導した。 
  Ａ「筆者の考え・意見・疑問」の場合は、文末が「○○と考えら（思わ）れる、○○といえる（よう）、○

○なのか、なぜ○○か。」と結んであることに着目させていった。Ｂ「事実・説明・例」は、文末について触

れていかない。それは、Ｂについての文末の種類は、数が多いため煩雑になるからである。また、小学校６

年生の段階では、Ａの文末の判断ができれば十分だと考えた。つまり、形式段落の中にＡの文があるかない

かが分かればよいということである。 
  ここまでの指導の流れをまとめると次のようになる。 

＜１＞ 文章の構成を知る。 
頭括型…最初にまとめておいて、後で詳しく説明する。 
尾括型…最初に詳しく説明しておいて、後でまとめている。 

＜２＞ 自分が考えている文章がどちらの構成なのか考える。 
頭括型なら前の方にある文に着目する。 
尾括型なら後の方にある文に着目する。 

＜３＞ 上記の構成にあてはまらない場合はＡタイプとＢタイプに分けて考える。 
Ａ「筆者の考え・意見・疑問」 文末に着目させる。 
Ｂ「事実・説明・例」 

Ａが含まれる文に着目する。 
＜４＞ 段落の中で一番中心になっていると思う文に線を引く。 

文とは句点から句点までであることを認識させる。 



＜５＞ 線を引いた文をもとにして小見出しを考える 
文を短くしたり、必要に応じて足したりする。 

② 評価の活用 
・本実践では、学習の実現状況を計ると共に、実現のための手だてとして活用したいと考える。その方法と

して、一つは、プレテストを行い、その結果（評価）を単位時間の指導に活用していくこと、もう一つは、

単位時間の中に診断的評価の窓を設け、その診断的評価を使いながら指導を行っていくということである。

これは、一人一人の児童が本時の課題を実現するために、その過程でどんな子にどんなつまずきが考えら

れるかを予想し、それを診断していく。そして、その診断に基づいて指導していくことである。もっと具

体的に言えば、資料１にある「本時の展開案」の「評価について」にある、『プレテストでキーワードがつ

かめていなかった児童が、「頭括式」「尾括式」の内容を理解しているかを中心に評価していく。』が診断的

評価の窓であり、『「頭活式」「尾括式」をうまくつかめていない児童には、①段落には二文しかない点を確

認させ、どちらがまとめて言っているかを考えさせる。』が評価を受けた指導ということである。 
③ 単元指導計画の見直し 
・「読むこと」に重点を置いた単元指導計画の見直しを行った。 

従前の単元指導計画 
１ 外来語を使っていない例文プリントを

外来語に置き換える。 
２ 
 

三つのまとまりに分けて問題提示部分

を見つけ、キーワードを入れて課題提

示の文を作る。 
３ 
 

意味段落の二と三を読み、課題の答え

になる部分を見つけ要約文を作る。 
４ 外来語クイズを考え、外国で使われて

いる日本語があることを知り、学習の

まとめをする。 
５ ５音７音の例文（詩など）を声に出し

てリズムを楽しみながら読み、感想を

交流する。 
６ 「言葉と文化展示館」を読んで、学習

の方向をつかみ、自分が取組む活動に

対して意欲をもつ。 
７ 
８ 

グループで「何を」「どのように」調べ、

どのようにまとめるかを考えながら活

動を進める。 
９ 中間発表会を開き、発表を見る観点・

聞く観点を明確にして、助言し合う。

10 
11 

相互評価をもとに、付け足しや修正を

行い、発表時の役割分担などを決め、

よりよい発表の仕方を工夫する。 
12 意欲的に「言葉と文化」展示会を開く。 

改善した単元指導計画 
１ 外来語を使っていない例文プリントを外来語に置き換

える。 
２ 小見出しや中心文の意味を理解し、「頭括型」「尾括型」

の判別で、形式段落①②の文章から中心文を見つけて

いる。  
３ 形式段落④⑤の文章からそれぞれキーワードを見つけ

前時に学習した「頭括型」「尾括型」を使って、形式段

落③④の文章からそれぞれ中心文を見つけ小見出しを

考えている。 
４ 形式段落⑤の文章から中心文を見つけ、問題提示の部

分を押さえながら、意味の通る課題提示の文を作る。

５ 前時までに学習した方法を使って、形式段落⑥⑦⑧⑨

⑩の文章から中心文を見つけ、小見出しを考える。 
６ 学習プリントを使って小見出しを並べることによっ

て、文章全体の流れや主旨、三段論法による表現の効

果をつかむ。 
７ ５音７音の例文（詩など）を声に出してリズムを楽し

みながら読み、感想を交流する。 
８ 「言葉と文化展示館」を読んで、学習の方向をつかみ、

自分が取組む活動に対して意欲をもつ。 
９

10
グループで取組む内容を確認し、どのようにまとめる

かを考えながら活動を進める。 
11 調査した内容を整理し、聞き手に分かりやすい原稿に

なっているかその内容や役割分担を確認する。 
12 意欲的に「言葉と文化」展示会を開く。  

   従来の単元指導計画では、文章の要旨をつかむために３時間を計画していたが、それでは実態に応じた指

導ができないと考え、文章の要旨をつかむために５時間を計画した。長い時間をそれに費やすと、児童の学

習に対する抵抗が強くなると考え、５時間が妥当な時間数であると考える。その２時間分を生み出すために、



プレテストと単元終了後のテストの結果
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中間発表の時間を短縮した。 
 

３ 授業改善の成果 

①段落の要旨をつかむための具体

的な指導 

○段落の要旨をつかむための具体

的な指導の成果を計るために、

プレテストで行った問題と同じ

問題（ただし、前回のテスト及

びその結果については本人たち

に一切知らせていない。テスト

とテストとの間を３週間ほど空

けた。）で実現状況を計ることと

した。 

 プレテスト 単元終了後のテスト 変動 

１、キーワード ８１．２％ ９３．５％ ＋１２．３ 

２、要点まとめ ５０％ ８７．１％ ＋３７．１ 

３、条件付要点まとめ ７８．１％ ９３．５％ ＋１５．４ 

４、条件付要点まとめ ４３．８％ ４８．４％ ＋４．６ 

５、接続語 ８１．３％ ９３．５％ ＋１２．２ 

６、要旨把握 ７８．１％ ８７．１％ ＋９ 

７、平均点 ６６．９点 ８１．６点 ＋１４．７ 

上記の表から見てみると、１～７まで全ての項目においてプレテストの結果を上回ることができた。同じ

問題という点から全く等質な比較とは言えないが、要旨をつかむための具体的な指導に一定の成果があっ

たと考えられる。 

○中心文を取り扱うことによって、文章全体の要旨を考えるようになってきた。 

②児童の学習の到達を図る診断的評価・プレテストの活用 

○プレテストの結果を教師が把握していることによって、机間指導をより意図的に行うことができた。また、

現在到達している全体像が見えているので、教師側にとって、全体像の何をどこまで引き上げていけば良

いのか、また、それをどのように指導していくのかが明確になった。 

○診断的評価の活用もプレテストと同様に、どの子にどんな支援をしていくかが明確になり、より意図的な

机間指導ができるようになってきた。 

③「読むこと」に重点を置いた単元指導計画の見直し 

○総合的な単元としては、「話すこと・聞くこと」の指導に多少手薄さを感じたが、テスト結果を見る限り、

「読むこと」に軽重をかけた指導は有効であると考える。 
 
 


