
事 例 小学校 国語科 第３学年「すがたをかえる大豆」

説明的文章における段落相互の関係を考えながら読む力を育テーマ

てるための単元指導計画と授業展開の工夫改善
授業改 ・段落相互の関係を考える時間を設定するための単元指導計画の見直し
善のポ ・段落の順序を入れ替えながら段落相互の関係を考えることができる授業展
イント 開の工夫

１ 学習状況の把握と分析
学習状況の把握

【評価規準 （単元レベル）】
対象学年 小学校 第３学年
単元(題材)名 「ありの行列 （全８時間）」
単元の目標 ありの生態に興味をもって読むとともに 「段落」の役割について、

知り、段落のまとまりに注意しながら読むことができる。
観 ア 国語への関心・意欲 イ 読む能力 ウ 言語についての知識
点 ・態度 ・理解・技能
評 書かれている事柄に興 「問い 「答え」の構 指示語、接続語や文末表」
価 味・関心をもち、接続語 成に注意して、段落ごと 現に注意して読み、段落
規 や文末表現等に注意して の要点を正しくつかみ、 の役割を理解している。
準 文章を読もうとしてい ありの行列ができるわけ

る。 を理解している。
【把握方法】

段落の関係を考える学習活動を意図的に設定し、書かれている段落の並び方
とその理由について、授業の最後に書く「まとめ」の内容から理解の程度を把
握する。

（１）本時のねらい
第５段落から第７段落の要点を踏まえ、段落の並び方と理由を考えることができる。

（２） 本時の学習展開（本時の位置 ４／８時）
指導・援助☆過 学 習 活 動
評価規準○程

１、課題を確認する。
つ
か 第５段落～第７段落の要点を読み取り、段落の
む 並び方を考えよう。

２、課題を意識して、理解のための音読をする。
３、要点をまとめ発表する。 ○大切な言葉に注意して、
第５段落→観察から、はたらきありが道しるべをつ 段落ごとの要点を理解し
けるのかもしれない。 ている。
第６段落→はたらきありの体の仕組みを研究した。
第７段落→研究からありの行列のできるわけを知っ

た。
深 ３、段落のつながりを考えて発表する。 ☆要点や、段落の最初の言
か 自分が考える段落の順番について、文頭の言葉を手 葉に注意しながら、自由
め 掛かりとして、理由を考えて発表する。 に順序を考える。なぜ、
る （考えられる段落順番） その順序かの理由をはっ
・５段落→６段落→７段落 きりして話し合う。
・５段落→７段落→６段落

ま ５、第７段落が第６段落につながる理由を本時のまと
と めとして書く。
め ＜まとめ＞ ○第５段落の文頭「これら
る の」と、第７段落の文頭

第５段落の「これらの」は、第３段落と第４段 「この」の言葉が示す内
落の内容を受けている。そして、何か道しるべが 容の違いに注意して、段
あるのではないかと疑問を書いている。その疑問 落構成を考えながら読ん
を解決するために、第６段落では研究の対象、第 でいる。
７段落では、研究の結果を記している。だから、
第５段落・第６段落・第７段落の順でつながって
いる。



【評価規準 （単元レベル）】
対象学年 小学校 第３学年
単元(題材)名 「夜ねむる花 （全４時間）」
単元の目標 チューリップの生態に興味をもって読むとともに 「段落」のつな、

がりに注意しながら、内容を正しく読むことができる。
観 ア 国語への関心・意欲 イ 読む能力 ウ 言語についての知
点 ・態度 識・理解・技能
評 書かれている事柄に興味 「問い」と「答え」の関 指示語、接続語や文末
価 ・関心をもち、接続語や 係に注意して、段落ごと 表現に注意して読み、
規 文末表現等に注意して文 の要点を正しくつかみ、 段落の役割を理解して
準 章を読もうとしている。 チューリップの花が開く いる。

わけを理解している。
【把握方法】

段落の関係を考える学習活動を意図的に設定し、抜き出した段落が入る箇所
とその理由について、授業の最後に書く「まとめ」の内容から理解の程度を把
握する。

（１）本時のねらい
抜き出された段落が、第３段落の後ろに位置し、その理由として、第３段落の実験結

果を受けてまとめた内容であることが分かる。
（２） 本時の学習展開（本時の位置 ４／４時）
過 学 習 活 動 指導・援助☆
程 評価規準○
つ １、本時の学習範囲を音読する。
か ２、課題を確認する。
む

抜き出された段落の位置を決め、その理由
を「大切な言葉」や「要点」を参考して考え
よう。

３、各段落の「大切な言葉 「要点」を確認す ○実験や観察に関する叙述に即」
深 る。 して、段落ごとの要点を理解
め している。
る ４、抜き出された段落がどこに入るか、なぜそ

こに入るかを考える。
・自分の考えをノートに書き、その後、交流す ☆抜き出した段落の文章が印刷
る。 されたカードを準備して、ど

＜児童の考え＞ の段落の後に入るかが操作で
・第２段落の後ろに位置する。その理由は、第 きるようにする。
３段落で行われる実験の説明をした内容の段
落だから。

・第３段落の後ろに位置する。その理由は、第 ☆文頭の接続語や文中の指示語
３段落の実験結果をまとめると共に、第一段 に注意しながら、段落の順序
落の疑問提示に答えることができなっかった を考えることができるように
と述べた内容であるため、第４段落につなが する。
る。

５、本時のまとめを書く。
＜まとめ＞

ま ○抜き出された段落は、第３段
と 抜き出された段落は、第３段落のチュー 落の実験結果をまとめたもの
め リップの花がひらく原因を明るさと関係な であり、明るさと暗さに関係
る いという結果を受けて、まとめたものであ しないチューリップの性質を

る。そのため、第３段落のすぐ後ろに位置 まとめた内容であるため、第
付く。 ３段落の後ろに位置すること

を理解している。

学習状況の結果と分析

【結果】
「ありの行列」では、段落の要点をつかむ指導が中心であったが、意図的に、

段落の順序を考えながら読む内容を１時間設定し、児童の学習状況を把握した。



教材文から段落の関係が明確な「５段落～７段落」の部分を取り上げ、段落相互
の関係を検討する授業を展開した （上記の指導略案に該当する ）。 。
この学習において、書かれている通りの「５段落→６段落→７段落」の順序が

分かりやすいと考えた児童は、全体の６０％であった。しかし 「５段落→７段、
落→６段落」の方が分かりやすいと考えた児童も４０％あった。どちらの立場の
児童も、５段落が先頭に位置することは共通していたが、次に続く段落の関係に
ついて意見が分かれた。話し合いの中盤までは、段落が続く理由として文頭の言

、 。 、 「 」葉を挙げていたが はっきりとした結論は出せなかった そこで 教師が 研究
という言葉に着目させるようにし、６段落と７段落の両方に記載されている「研
究」という言葉に焦点が絞られた時、７段落は、５段落の内容を受けることがで
きないことが明らかになり、段落相互の関係が明らかになった。
この授業から、児童がどのように段落の関係をとらえるかを分析した。まず、

各段落の文頭の言葉に着目して順序を考えようとした。次に、文頭の言葉に基づ
いて考えても段落の順番がはっきりしない場合は、要点に基づいて内容の関係で
考えようとしていた。それでも明らかにならない場合は、段落に共通している言
葉に着目して、段落の関係を明らかにしていく児童が多かった。

次に、教科書には掲載されていない「夜ねむる花」を教材として使用し、抜き
、 。出した段落がどこに入るかを考えさせる学習活動を設定し 学習状況を把握した

（上記の指導案に該当する ）。
、 、 。 、「 」この作品は 短い文章で しかも段落構成が明確である まず ありの行列

で学習した各段落の文頭の言葉に注目して段落相互の関係を考えた。理由を明ら
かにして正しい順序を考えることができた児童は、段落の最初の言葉に着目する
だけでなく、文章全体で筆者が伝えたい内容は何かを考えたり、段落中に多く使
われている言葉を手がかりにしたりして、段落の並び方の理由を考えることがで
きた。しかし、それらについての考えがもてないと、なぜその段落の順序で書か
れているかを正しく読み取れない状況であった。

これらの実践を通して、段落相互の関係を考えながら読むことについて、児童
がつまずくのは、次の点であると予測した。

・各段落で、どのような内容が書かれているかの要点が十分理解できていな
いと、段落相互の関係を考えることが難しい。

・一つ一つの段落の内容に付いて考えることができても、他の段落とどのよ
うにつながっているかを考えることに抵抗が強い。

・同じ段落の中で多く使われている言葉、他の段落の中でも多く使われてい
る言葉などに着目することに弱さがある。

・教材に書かれている段落の順序をそのまま読むだけでは 「なぜ、そのよ、
うな順序になっているのか」を考えにくい。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善
(1) 授業改善の方針

段落相互の関係を考えながら読む力を育成するためには、段落の関係を考える時間に
ついて複数の時間を位置付け、繰り返し指導することが可能な単元構成にする必要があ
る。また、児童の学習状況の分析を基に、段落の要点を手がかりに段落を入れ替える活
動を位置付けた授業展開を行う必要があると考えた。そこで、次の点で授業改善を図っ
た。
○段落相互の関係を考える時間を設定するための単元指導計画の見直し
○段落の順序を入れ替えながら段落相互の関係を考えることができる授業展開の工夫

(2) 改善の具体的方途と実践
① 段落相互の関係を考える時間を設定するための単元指導計画の見直し

これまでの単元指導計画では、各段落の要点を確認した後 「初め・中・終わり」、
という大まかなまとまりで構成を確かめ、最後に各段落の関係を考えるという内容で
あった。しかし、この単元指導計画では各段落の関係を考える時間数が少なく、児童
に十分な力が身に付かないと考えられた。そこで、最初に「中心となる言葉」を手が
かりに各段落の要点を確認した後、段落相互の関係を考える時間を多めに設定する単
元指導計画に見直した。



従前の単元指導計画 改善した指導計画
１ 大豆を使った食品について知って １ 全文を読み、知っている大豆を

いることを発表した後、全文を読 使った食品について交流しなが
み、書かれている内容をおおまか ら、書かれている内容をおおま
につかむ。 かにつかむ。

「 」２ 書かれている内容について、おい ２ １～３段落の 中心となる言葉
しく食べる工夫と食品を整理し、 を基に、各段落の要点を確かめ
段落の要点を確かめる。 る。

「 」３ 書かれている内容について、大豆 ３ ４～９段落の 中心となる言葉
に手を加える時の言葉を書き出 を基に、各段落の要点を確かめ
し、段落の要点を確かめる。 る。

４ 全文を読み 全体が 初め 中 ４ 段落の要点を基に、１段落～２、 「 」「 」
「終わり」の三つのまとまりで書 段落の段落相互の関係を考え
かれていることを確かめる。 る。

５ 教科書P27 学習 の下段を読み ５ 段落の要点を基に、３段落～５「 」 、
文章の書き方の特徴について考え 段落の段落相互の関係を考え
る。 る。

６ それぞれの段落の小見出しを考 ６ 段落の要点を基に、６段落～８
え、文章全体の構成を確認する。 段落の段落相互の関係を考え

る。
７ １段落～８段落の関係を確かめ

ながら、全体をまとめる９段落
の役割を考え、文章全体の構成
を確認する。

② 段落の順序を入れ替えながら段落相互の関係を考えることができる授業展開の工夫
◇「中心となる言葉」を用いて、段落の要点を読み取る工夫
学習状況を把握した結果、段落相互の関係を考えるためには、段落の要点を正しく

理解していることが重要であることが明らかになった。そこで、児童に「中心となる
言葉」を絶えず意識するよう働きかけた 「中心となる言葉」を見つける手だてとし。
て、同じ段落に何度も使用されている言葉を見付けるようにした。同じ段落に繰り返
し使用されている言葉がない場合には、各段落の「中心となる言葉」を見比べて、関
係の強い言葉や他の段落で多く使用されている言葉を選び出し、その言葉を用いて要
点をとらえるようにした。
◇段落を印刷したカードの活用
本文を段落ごとに色を変えて印刷したカードを用いた。色は、段落ごとに別の色と

した。色を変えることでひと段落のごとのまとまりが意識されるとともに、段落順の
入れ替え操作が安易にできると考えた。
◇把握した児童の学習状況を個別指導に生かす工夫
「ありの行列 「夜ねむる花」等の学習で把握した学習状況から、一人一人のつま」

ずきを予測し、一斉指導、机間指導等での手だてを準備し指導に生かした。

【つまずきとそれに応じた手だての例】
・段落の要点の理解が不十分で、段落相互の関係を考えることができない。
→前時までに学習した段落の要点の掲示を見て、内容を再度確かめるように指
導する。

・１つの段落の内容はつかめても、段落の関係を考えることができない。
→カードを並び替え、どの並び方が一番分かりやすいかを考えるように指導す
る。

・カードを並び替えても、どの並び方がよいかを考えることができない。
→段落の最初の言葉（接続語など）に注意させたり、段落の要点を確認して、
内容のつながりを考えるように指導する。

３ 授業改善後の成果

① 段落相互の関係を考える時間を設定するための単元指導計画の見直し
これまでの単元指導計画では、段落の要点をまとめる学習活動を多く位置付けた単

元構成で、最後の時間に全体の段落構成を考えてきた。このような指導計画では、児
童に段落相互の関係を考える時間が十分確保できず、大まかな全体構成を確認するこ
とが中心となっていた。
改善した単元指導計画では、最初の段階で各段落の要点を確認し、その後で段落相

互の関係を考える時間を複数設定した。その結果、児童は、教科書に書かれている段



落の順序について 「なぜ、そのような段落の順序で書かれているか」について考え、
ることが可能になった。また、段落相互の関係を考える時間の最初の段階で、どのよ
うに考えるとよいかについて説明し、徐々に児童が自分で考えをもてるような段階を
踏まえた指導が可能となった。最初は、どのように考えればよいか分からなかった児
童も、学習の仕方を理解し、考え方の手順が分かってくると、主体的に学習を進めて
いくことができるようになった。
説明的な文章教材においては、要点を理解することに重点を置き、どの教材でも同

じような単元構成で授業が行われることが多いが、その単元で扱う学習指導要領の指
導事項によって単元構成を工夫することの重要性が改めて明らかになった。

② 段落の順序を入れ替えながら段落相互の関係を考えることができる授業展開の工夫

カードを使ってならびかえたとき、７段落は、それまでの６段落までの大豆の使
い方とはちがう内容が書かれていると思ったので、８段落が７段落より先になった
方がわかりやすいと思った。でも、話し合いで、６段落は、大豆の使い方のちがう
食べ物のことを説明し、７段落のダイズは大豆そのものを加工するのではなく、と
り入れる時期や育て方をくふうした食べ方について説明しているとわかった。それ
らの段落を８段落でまとめているとわかった 「これらのほかに 「このように、。 」
大豆はいろいろなすがたで食べられています 」と書かれているのだと思った。だ。
から、並び方は６段落・７段落・８段落となるとわかった。

上記は、第６時の授業で児童が書いたまとめの例である。このようなまとめから、
多くの児童が「おおむね満足できる状況」になったと判断した。
児童は、教科書をそのまま読んでいるだけでは 「なぜ、そのような段落の順序で、

書かれているか」と考えることが難しい。そこで、段落のつながりを考える場合、段
落を印刷したカードを使用し、いつも並び替えをしながら段落相互の関係を考えられ
るようにした。その結果、いつでも順番を入れ替えながら考えることが可能となり、
並び方を考える段階で、カードを使って具体的な操作活動を通して考えることができ
た。これまでは、教科書に書かれた順序を確かめることが中心になったが、段落を入
れ替えることにより、児童から「教科書の順番を変えた方が分かりやすいのではない
か 「なぜ、この段落の順番になっているのか 」などの疑問も出されるようになり、」 。
それによって教科書の順番を再度考え直すという学習活動が行えるようになった。
さらに、段落の並び方の理由を見つける段階で、児童が考えたことをに応じて書き

込みを行うことが可能となった。そのため、つながりの理由を見つけるために個人が
注目した接続詞などに印を付けたり、中心となる言葉をクローズアップして印を付け
ることで表現内容に留意して考えようとする児童の姿が多く見られるようになった。
最後に、段落ごとのカードは、段落の並び替えの操作を短時間で行えるばかりでな

く、離れた段落との関係を確かめる上でも有効であった。関係ありそうな段落の近く
に自分が注目している段落のカードを移動することで 「中心となる言葉」や接続詞、
・指示語、自分が印を付けた箇所などに着目しながら、関連性を明らかにし、その理

、 。由を記述するのに大変役立ち 段落相互の関係を理解する上で有効な手だてとなった


