
事例 小学校 国語科 第６学年「平和のとりでを築く」 

テーマ  読解力を育成するための授業方法の工夫改善 

授業改善のポ

イント 

・ 「情報の活用」を確実に身に付けさせるための年間の計画 

・ 「情報を選ぶ力」「情報から考える力」を重視した単元指導計画 

・ 学んだことを生かす授業展開の工夫 
１ 学習状況の把握と分析 

  

【把握方法】 
・今年度の担任学級６年２組の平成１７年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における第５学年時の結果 

・「情報の活用」に関する自作テストの結果と修学旅行における「調べ学習」の実態      

・本校の平成１７年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における第６学年の結果 

 

【結果】 

①平成１７年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における第５学年、第６学年の結果より（「読む

こと」に関する部分） 
項目 主人公の気持ちを想像しな

がら、読むことができる。 
主人公の気持ちの変化に注

意しながら読むことができ

る。 

表現の特色に注意しながら

読むことができる。 
主人公の行動や気持ちをもとに

主人公に対して伝えたいことを

決められた字数で書くことがで

きる。（書くこと） 
クラス 
正答率 96.4％ 67.9％ 60.7％ 89.3％ 35.7％ 
県平均 
正答率 80.4％ 57.5％ 60.7％ 77.8％ 49.6％ 

県平均と比べて、上回っている項目が多く見られるが、唯一「主人公の行動や気持ちをもとに主人公に対して伝

えたいことを決められた字数で書くことができる力」が低いことがわかる。「主人公の気持ちを想像しながら、読む

ことができる力」や「主人公の気持ちの変化に注意しながら読むことができる力」が身に付いているにもかかわら

ず、「主人公に伝えたいこと（主題を考えたり、つかんだりする力）」があまり身に付いていない現状が分かる。 

昨年度の第６学年の結果では、県平均、学年平均共に、「目的に応じて必要な資料を選ぶことができる力」が、あま

り身に付いていないことが分かる。今年度の６年生も「目的に応じて必要な資料を選ぶことができる力」が弱いの

ではないかと考えられる。 

②「情報の活用」に関した自作テストの結果  

項目 効果的に伝える資料を選ぶ力 効果的に伝える内容を抜き出す 
より自分の資料が効果的に伝わる

方法を考える 

正答率 25．0％ 33．3％ 80．4％ 

項目 資料を評価しながら読む 
「考え」「事実」「要旨」をわけなが

ら読む 

筆者の考えを多面的に考え感想を

もつ（批判的な見方） 

正答率 50．0％ 50．0％ 25．0％ 

「効果的に伝える資料を選ぶ力」は、「効果的な資料とは自分たちの実態が書いてある資料」と考える児童が多く、

「具体的な数値を生かして訴える資料」や「具体例から意識させる資料」等を選ぶ児童は少なかった。同じように

「効果的に伝える内容を抜き出す力」も、「何を選んでいいか分からない」という児童が多かった。これは、これま

での調べ学習の中で、資料を丸写しにしたり、書いてあることをそのまま発表してきたりしたために、「選び出す、

抜き出す」という経験をしてこなかったからだと考えられる。 

「より自分の資料が効果的に伝わる方法を考える力」は、５年生までの発表の経験から、グラフや表、写真等での

表現は身に付いていることが分かる。しかし文末表現や文章の構成、いらない文章の削除など、文章での表現を意

識できる児童はほとんどいなかった。 

学習状況の把握 

学習状況の結果と分析 



「筆者の考えを多面的に考え感想をもつ力」は、感想が全く書けない児童が 3 人見られた。また感想が書けてい

る児童のほとんどは「自分も本物のヘラクレスを見た時に感動した。」「すごくいい世の中になったと思う。」と肯定

的な見方である。しかし文中には「昔は環境のことを考えて輸入が禁止されていた。」と書かれている。この点に着

目し批判的な見方ができた児童は 3 人のみであった。つまり多くの児童は、この一文を意識しないまま読み進めて

しまっているのである。また児童たちには「文章に出てくる筆者の考えは絶対的なもの」という観念がある。 

③「修学旅行調べ学習」における実態把握（○人／対象２８人＝○％） 
本やインターネットか

ら、資料を探し出して

いる。 
９５％ 

自分の必要な資料を選

んでいる。 ３４％

得た資料から、自分の考え

を出している。 ２５％ 
分かった内容を、効果的に

発表資料にまとめている。

（書く力） 
７７％

資料の中から、自分の

必要な内容をまとめて

いる。 
４６％ 

分からない言葉を、辞書

などを用いて調べてい

る。 
３０％

写真やグラフを使いなが

らまとめている。 ８５％ 

自分はその資料から何を知りたいのかを考えられないために、どんな資料も集めてしまったり、選んだ資料から

自分が必要な内容を抜き出したり、それを文章にまとめたりする力が身に付いていないことが分かった。また感想

を見ても、「すごいと思った」などの理由のないものが多く見られた。 

【分析】 

①平成１７年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における第５学年の結果より 
クラスの学習状況 

・ 文学的文章において、気持ちを想像したり変化に注意したりしながら読むことはできるが、主題に迫る読み方

をする力は付いていない。（説明的文章も同様に要約はできるが、要旨が見付けられない） 

・ 目的に応じて必要な図書資料を選ぶことができる力が、全般に身に付いていない。 

②「情報の活用」に関した自作テストの結果及び③「修学旅行調べ学習」における実態把握より 
クラスの学習状況 

・ 「どんな資料に説得力があるのか」という知識が身に付いていない。そのために、資料を選んだり、必要な内

容を抜き出したりすることができない。 

・ 調べて分かった内容を効果的に表現する方法は知っているが、その資料から必要な部分を抜き出したり、資料

から考えたりする力は身に付いていない。 

・ 筆者の考えを否定的に見るなど、資料を多面的にとらえ考える力が育っていない。 

クラスの学習状況をまとめると、以下の３点となる。 

・ 文章の内容から、「主題、要旨」をつかむ力が弱い。→他のテキストにつながらない。 

・ 文章の内容から、自分なりの考えをもつ力（文章を評価する）が弱い。 

・ 本当に自分が必要な情報を選んだり、資料から抜き出したりする力が弱い。 

その原因として考えられるのは、以下の４点であると考えた。 

◎文章教材を「心情を考える」「要点を見付ける」に力を入れ指導を行ってきたことで、逆にその本質である「主題」

や「要旨」を考えたり、その教材から自分自身がどう考えるかという力を付けていったりすることが、おろそか

になっていた。（また、その教材ではできても他のテキストにつながらない） 

◎「表現力（効果的な伝え方など）」に関する指導内容は多いが、「情報の活用」特に、「情報から考える」「必要な

情報を選ぶ」段階をていねいに指導してこなかった。（また、単発的に指導を行ってきた） 

◎「情報の活用の仕方」「効果的な表現の仕方」などの「知識」は理解しているが、それを実際に生かすような授業

の展開ができていなかった。（「知識の理解」→「活用」の間のワンクッションが足りない） 

◎資料の「筆者の考え」に対して、そのままに受け止める児童が多く、多面的に考えることができない。 

授業改善へ 

 
 

 



２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

これまで「効果的な表現力」に力を入れていたために、「情報の活用」がおろそかになっていた。また、その単元

で身に付けた力が、その後の単元や別のテキストでは活用できない実態もある。ここで「情報の活用」を「情報を

選ぶ」「情報をまとめる」「情報から考える」「情報（伝えたいこと）を効果的に表現する」という４つの分野に分け

て、系統立てて力を付けていくことが必要になってくるのではないかと考えた。６年生４月の実態を踏まえ、教材

や単元ごとに年間を通して「情報を効果的に活用できる児童」が育つのかを考え、年間の計画を見直した。 

また実態から見えてきた「情報を選ぶ力」「情報から考える力」の弱さから、これらの力を特に重視した単元の指

導計画を工夫する必要がある。ここでいくつかある「情報活用の教材」の中でもこの２点について、特に時間をか

けながら単元を構成することとした。 

最後に、これまでの授業の反省から、授業による「情報活用の理解」はできているが、それを実際に他のテキス

トや、自分で選んだ資料などに生かすことができていないことが分かった。そこで、単位時間の中に「教師の具体

例から学ぶ」「他のテキストで考える」「自分の資料に生かす」時間を設定することとした。 

授業改善の方針 
①「情報の活用」を確実に身に付けさせるための年間の計画 
②「情報を選ぶ力」「情報から考える力」を重視した単元指導計画 
③学んだことを生かす授業展開の工夫 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

①「情報の活用」を確実に身に付けさせるための年間の計画 

「情報の活用」にも様々な活動がある。児童の実態を踏まえてみると、「インターネットや図書館の資料から、資

料をたくさん集める」「表や写真等を使って、効果的に発表すること」は、全体的に身に付いている。しかし「発表

に必要な資料を選ぶこと」「資料の中から必要な文章を抜き出してまとめること」そして「資料の内容や筆者の主張

に対して考えること」に課題がある。 

 ここで、「情報を選ぶ」「情報をまとめる（抜き出す）」「情報から考える」という３つにポイントをしぼり、年間

を通して系統立てて指導していくことが大切であると考えた。 

「情報を選ぶ力」は情報活用の活動の中で、最初につまずく活動である。たくさんの情報を集めることはできる

が、その中から何を選んでよいのか分からないのが現状である。ここで、「相手に合わせて選ぶ」→「インパクトの

ある資料を選ぶ」→「要旨を効果的に伝えられる資料を選ぶ」→「要旨により説得力をもたせられる資料を選ぶ」

と、４つの単元を通してレベルアップしながら「情報を選ぶ力」を身に付けていきたいと考えた。 

４月の現状 
情報は集めるが、必要

なものを選ぶことが

できない 

目指す姿 
自分の必要な情報を、自分の

要旨を効果的に伝えられる

ように選ぶことができる 

教材（ガイドブックを作ろう） 
情報を知りたい相手の目

的にあわせた資料選び 

教材（みんなで生きる町） 
自分の主題を効果的に伝えるための

資料選び 

《情報を選ぶ力》 

国語で力を付ける 

他教科・他領域で活用する

総合学習（見つめよう神岡） 
調べて分かったことの中から、「より

多くの人が不便を感じない改善案」に

ついて、より効果的に提案するために

必要な資料を選ぶ

教科（社会・歴史新聞） 
新聞作成において、自分が知ら

せたい「ネタ」がより仲間に印

象深く伝わるような、資料を選

ぶ 

教材（平和のとりでを築く） 
文章構成を意識しながら、自分の要旨に説得

力をもたせる資料選び 

教材（学級討論会をしよう）

相手によりインパクトを与

える資料選び 
相手にあわせて 

効果的に伝える 

説得力をもたせる

よりインパクト 



 「情報をまとめる力（抜き出す力）」は、集めた資料をそのまま発表原稿につなげてしまう児童が多く見られた。様々

な文章の中から伝えたい目的に合わせて、必要な情報のみをまとめられるような児童を育てていかなければならない。

ここで、「事実と考えを分けながら文章を読みとる」→「要点や要旨をまとめる」→「自分の知りたい内容を抜き出す」

→「根拠となる内容を文章からまとめる」と段階を作り、単元を通してレベルアップしながら「情報をまとめる力」

を身に付けていきたいと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情報から考える力」は、実際「感想そのもの」をもてない児童も多く見られた。情報や筆者の主張から考え、批

判的な見方ができるようにしていきたい。ここで、「具体例を挙げながら感想をもつ」→「ひとつの事例に対して、肯

定的な見方、否定的な見方ができるようになる」→「ひとつの事例に対して、いろいろな立場や現状を意識しながら、

賛否を考える」→「明確な根拠をもとに、反対論への反論を考える」と段階を作り、単元を通してレベルアップしな

がら「情報から考える力」を身に付けていきたいと考えた。 

４月の現状 
選んだ資料から必要

な内容をまとめられ

ない 

目指す姿 
様々な文章やメモから、自分

にとって必要な情報（考え

方、具体例）をまとめる 

教材（生き物はつながりの中に） 
事実と考えを分けながら読む 
要点ポイントから、段落ごとの要点をまとめる 

教材（みんなで生きる町） 
リード文の構成から、「視点」をはっきりさせるた

めの文章の仕組みを考え、「事例」「提案」「考え」

という観点でまとめる（知りたい情報はどこか）

《情報をまとめる力》 

国語で力を付ける 

他教科・他領域で活用する

総合学習（見つめよう○○） 
自分の知りたい情報を自分の提案の

「キーワード」をもとに、「事実」「考

え方」「逆説」などにまとめる 

教科（社会・歴史新聞） 
自分の知りたい情報を「キーワ

ード」をもとに「事実」「考え

方」などにまとめる 

教材（平和のとりでを築く） 
自分の考えに説得力をもたせるための「根

拠」を情報の中からまとめる 

要点をまとめる 

知りたい内容をまとめる 

根拠をまとめる 

４月の現状 
その情報に対する自

分の考えがもてない 

目指す姿 
様々な資料から、賛成反対、

共感など、評価しながら読み

感想を持つことができる。 

教材（生き物はつながりの中に） 
筆者の考えに対して、具体的な例を

あげながら感想をもつ 

教材（みんなで生きる町） 
いろんな立場を意識しながら、資料からそ

の賛否などを考える 

《情報から考える力》 

国語で力を付ける 

他教科・他領域で活用する

総合学習（見つめよう○○） 
調べて分かったこと（材料）から、「よ

り多くの人が不便を感じない」という

観点から賛否を考えたり、そのために

必要な資料を選んだりする

教材（平和のとりでを築く） 
明確な根拠をもとに、反対論に対する反論を考え

る 

教材（学級討論会をしよう） 
ひとつの資料や考えに対して、肯定的な見方、

否定的な見方の両面から考える 

教科（国語・やまなし） 
「イーハトーブの夢」から賢治

の生き方や考え方を知り、その

ことが「やまなし」の登場人物

などにどう反映されているか

を考える

感想のもち方 

肯定、否定の見方 

いろいろな立場か

根拠をもとに 



②「情報を選ぶ力」「情報から考える力」を重視した単元指導計画 

第６学年教材「平和のとりでを築く」 
※改善のポイント 
○子ども達が常に振り返る「単元を貫く課題意識」をもてるようにする。 

○リード文を「要約する活動」「意識をもたせる活動」から、「実際の活動における模範文章」（「文章構成のよさ」「資

料の効果的な使い方」「反対論の効果」）というあつかいで指導する。 

○「資料の選び方」「資料から多面的に考える指導」を重視した計画を立てる。 

○伝える「相手」を「５，６年生」とし、全員が統一する。（５つの言語意識も統一） 
 

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画 

１ 

リード文「平和のとりでを築く」を読み感想を

もち、授業の流れを知る。 
１ 

ゲストティーチャーから戦時中の話を聞いた

り、事前アンケートでの「戦争への関心の低さ」

を知ったりする中で、意見文を書こうという意

欲をもつ。 

２ 
①～⑤段落から、原爆ドームのたどってきた歴

史について読み取る。 ２ 
「平和のとりでを築く」を読み、文章全体の構

成を考え、筆者の思い（要旨）をつかむ。 

３ 

⑥～⑧段落から、原爆ドームが保存されるよう

になった理由を読み取る。 ３ 

要旨を効果的に伝えるために、「思い」「事例①

～④」「まとめ」「要旨」という段落構成を用い

ていることを読み取る。 

４ 

⑨～⑪段落から、原爆ドームが「世界遺産」に

なるまでの様子を読み取る。 ４ 

要旨を効果的に伝えるために、②③段落と④⑤

段落において、「川の様子」や「ドーム」の比較

を用いていること、その効果を読み取る。 

５ 

⑫⑬段落から、筆者の思い（要旨）をキーワー

ドをもとに読み取る。 ５ 

要旨を効果的に伝えるために、「ドーム保存」と

「世界遺産登録」への反対意見を用いているこ

と、その反論の効果を読み取る。 

６ 

筆者の要旨に対して感想を持ち、「平和」「戦争

反対」について、意見を交流する。 
６ 

「原爆ドームが世界遺産になったこと」に対し

て、自分はどう考えるかを「賛成」「反対」の立

場をはっきりさせ、明確な根拠をもとに考えを

もつ。 

７ 

教科書（光村図書）Ｐ４１の二つの資料を読み、

自分なりの「平和への思い」をもつとともに、

意見文の書き方を知る。 
７ 

教科書（光村図書）Ｐ４１の資料から「戦争」

「平和」についての考えをもち、自分が主張し

たいこと（仮の要旨）を決め、カードに書く。

８ 

「平和」についての自分の考えを短い文でまと

める。仮の要旨を作る。 ８ 

自分の要旨と照らし合わせて、「本」「インター

ネット」「新聞記事」「インタビュー」など、ど

んな調べ方がよいかを考えて調べる。 

９ 

伝えたい相手（下級生、保護者、地域の方等）

を決め、発信方法（文集、ポスター、ネット、

ちらし等）を考える。 
９ 

「確かな情報」「論理性」「現実性」という観点

からもう一度「自分の要旨」がこれでよいかを

考え、「自分の要旨」を確定する。 

１０ 

自分の要旨が説得力をもつために必要な材料を

集める。 
１０

自分の選んできた資料が、自分の要旨に説得力

をもたせられるものかを「確かな情報」「論理性」

「現実性」という観点から考え、資料を選択す

る。 

１１ 

集めた材料をもとにもう一度要旨をまとめ直

す。真の要旨を確定する。 １１

「意見」「事実」「要旨」を区別しながら、効果

的な並び順を工夫しながら、意見文を組み立て

る。 

１２ 
要旨、材料から、より効果的に伝えられるよう

に文章を組み立てる。 １２
仲間の書いた意見文を、校正のポイントをもと

に、的確に校正し、仲間に伝える。 

１３ 

文章を清書し、グループの仲間とポイントをも

とに校正をする。 １３

自分の意見文に対する「感想」を読み、これま

での自分の思いや変容を意識しながら、感想を

書く。 

１４ 
インターネットの活用法を知り、自分の意見文

を掲載する。自分の方法で発信する。 １４
ゲストティーチャーから意見文を読んだ感想を

いただき、感想を書き、学習のまとめをする。

１５ 
自分の意見文に対する「感想」を読み、感想を

書いて学習のまとめをする。 

 

 



③学んだことを生かす授業展開の工夫 

 これまでの学習展開では、どちらかというと教師主導で「方法やポイント」を学び、そのまま自分の活動につなげ

ることが多かった。この展開では「方法やポイント」を理解はしているが、実際に自分の活動につなげたり、生かし

たりできる児童は限られていた。またその後の単元での活動や他領域でも、ここで学んだ力を生かすことができてい

なかった。ここで学んだ「方法やポイント」を実際に活用できるように、授業改善として次の２点を考えた。 

１ 教師の具体例から、自分たちで「ポイント」を考えてまとめる。 
２ 他のテキストで力を確かにしてから、自分の活動に生かす。 
※『生き物はつながりの中に』における「まとめの接続語に着目して要点をつかむ力」を付ける展開 

従前の授業展開 改善した授業展開 

つ
か
む 

前時までの段落の要点を振り返る。 つ
か
む 

前時までの段落の要点と、みんなで考えた「要

点ポイント」を振り返る。 

ふ
か
め
る 

第６段落の要点をこれまでの「要点ポイント」

をもとに要約する。 

 ふ
か
め
る 

第６段落の要点をこれまでの「要点ポイン

ト」をもとに要約する。 

 
「つまり」という言葉に着目し、これも要

点をまとめるのに大切な要素であること

を知る。 

た
し
か
め
る 

この他にも「まとめの接続詞」になるものを考

え、新たな「要点ポイント」として位置付ける。

た
し
か
め
る 

この他にも「まとめの接続詞」になるもの

を考え、新たな「要点ポイント」として位

置付ける。 

 

確
か
に
す
る 

「つまり」などの接続詞に着目しながら、他の

テキスト問題で「要点」を見つける。 

※本時『平和のとりでを築く』における「情報を選ぶ力」を育てる展開 
従前の授業展開 改善した授業展開 

つ
か
む 

前時でみんながどんな材料を集めてきた

のかを交流する。 
つ
か
む 

教師からの具体例（説得力のある文と、説得

力のない文）を聞く。 

ふ
か
め
る 

具体例の感想からどんな資料が説得力があ

るのかを考え、「説得力あるポイント」をま

とめる。 ふ
か
め
る 

「どんな材料が説得力があるのか」につ

いて話し合う。 

 

確
か
に
す
る

「要旨に説得力をもたせる資料を選ぶ」プリ

ントの学習を通して、「説得力あるポイント」

を使いながら資料を選ぶ力を確かにする。 

た
し
か
め
る 

自分の集めてきた材料から、自分の要旨

に説得力をもたせられる材料を選ぶ。 

 

た
し
か
め
る 生

か
す 

自分の集めてきた材料から、「説得力あるポ

イント」をもとに、自分の要旨に説得力をも

たせられる材料を選ぶ。 
 
◎ 授業での実践例 

相手や目的にあわせて書こう（「ガイドブックを作ろう」より） 

 情報を知りたい相手の目的にあわせた資料選びをねらいとした教材「ガイドブックを作ろう」では、「５年生に修学

旅行の見どころが伝わるガイドブックを作る」という目的をもって取り組んできた。児童は、見学場所やお土産など

伝えたい題材を決めた後、図書館やインターネット、自分の経験から伝える内容を集め、材料カードにまとめた。 

「５年生に修学旅行の見どころが伝わる資料を選ぼう」という活動において、Ａ子は「奈良の大仏は絶対におすす

め」を５年生に伝えるために、以下の３つの材料カードを集めていた。 

 



Ⅰ 柱の穴は鼻の穴と同じ大きさで、くぐると願い事が叶う（自分の経験より） 

Ⅱ 大仏が立つとウルトラマンよりも大きい（図書館での資料より） 

Ⅲ 聖武天皇が世の中をおだやかにするために建てさせた（資料集より） 

はじめＡ子は「この内容は詳しいから」という理由から、Ⅲを清書に使おうと選んでいた。ここで教師が示した事

例から、「５年生に修学旅行の見どころが伝わるためのポイント」について考えた。 

教師が示した事例 

「お土産は八つ橋がおすすめ」ということを伝えるには、３つのカードの中からどれを選べばいいでしょう。 

Ⅰ 八つ橋はあんこだけでなく、メロン、イチゴなどの味もあっておいしい。 

Ⅱ 江戸時代に八つ橋和尚が考えた。昔は皮にあんこを入れただけだった。 

Ⅲ 八つ橋は、一箱１２個入りで５００円。○○の店が試食もたくさんできておすすめです。 
 

  話し合いでは「Ⅰは買ってみたいと思える内容だな。」「Ⅱは５年生にとって難しい話だし、あまり目的とは関係

ない。」「Ⅲは実際に役にたつ。」などの考えが出された。そして選ぶポイントを、「５年生にはまだ歴史のことは分か

らない」「分かりにくい内容は興味を示さない」「買ってみたい、行ってみたいと思える内容」としてまとめた。 

 ここでＡ子は自分の材料カードを見ながら、まずⅢの内容は５年生には難しく興味がないので外す。次にⅡはウル

トラマンの高さが、実際に５年生には分かりにくいという理由で外す。こうして「５年生もやってみたい」と思える

内容であることから、最終的にⅠを選ぶことができた。 

 
相手や目的にあわせて書こう（「平和のとりでを築く」より） 

教材「平和のとりでを築く」では、「４，５年生に戦争のおろかさ、平和のすばらしさを伝える意見文を作る」とい

う目的をもって取り組んできた。 本単元では「真の要旨を決める」「情報を選ぶ」「効果的な組み立てを考える」活

動において、教師の事例から自分の活動に生かせるような授業展開を工夫してきた。 

「自分の仮要旨を、より説得力がある真の要旨にする」という活動において、Ａ男は仮要旨を「日本は便利すぎる。

もっと苦労をしていくべきである。」としていた。そして教師の事例から、「説得力のある真の要旨にするためのポイ

ント」について考えた。 

教師が示した事例 

＜仮の要旨＞ 

戦争の原因はお金をほしがることである。世界中からお金をなくせば平和になる。 

＜材料カード＞ 

材料カード１ 

大人はお金もうけばかり考えてい

るから戦争がおきる。 

材料カード２ 

資源ので、韓国ともめている。 

材料カード３ 

お互いに話をよく聞いて、けんかを

しないで解決する方法を考えるこ

とが大切である。 

インターネット 筆者不明 「日本と世界」本 

中島英人教授著 

「平和に向けて」本 

メアリー（平和評論家）作 

感想 

その通りだ。お金なんかないほうが

いい。 

感想 

これから戦争にならないか不安だ。

いい方法はないのか。 

感想 

力だけで抑えようとしているから

いけないんだな。 

材料カード４ 

今世界では、三秒に一人の子どもが

死んでいる。 

材料カード５ 

領土問題は、資源や利益の奪い合い

が原因である。 

材料カード６ 

国境をなくしてしまえば、領土問題

はおきない。 

「世界の子どもたち」本 

山本ヒロシ教授著 

ニュース 

大学教授の解説 

インターネット 

東京の小学生 

感想 

もっと、そんな子供たちのことを考

えて募金をするべきだ。 

感想 

お互いの国が、利益を分け合うとい

う考え方が大切だ。 

感想 

国境をなくすことは本当にできる

のだろうか？ 
 

  



話し合いでは「この仮要旨は、お金をなくしてしまうなんて無理だと思う。」「お金をなくしても、昔は食料を求め

て争いが起きていたので、意味がないと思う。」「小学生の意見には、あまり説得力がない」という意見が出された。

ここで「自分の仮要旨を、より説得力がある真の要旨にするポイント」として、「出どころの確かな情報か（信憑性）」

「『こうだ』と言いきれることか（論理性）」「実際にできそうなことか（現実性）」の３つをまとめる。 

 次に教師の事例の仮要旨を、３つのポイントをもとに「説得力のある真の要旨」になるように、材料カードから考

えた。Ａ男は材料カード５の「お互いの国が、利益を分け合うという考え方が大切だ。」という考え方に着目し、「実

際にできそうなことだから」と言う理由で、真の要旨を考えた。 

こうしてＡ男は自分の仮要旨を見直し、「日本人は苦労すべきだ。」という内容に対し「これでは現実性がないな。」

と感想をもった。そして材料カードの中から、３つのポイントに当てはまるカードの内容をさがした。こうして「現

実性がある」という理由から、「ほかの国がしているように、日本ももっと募金をして、世界に協力していくべきだ。」

という「真の要旨」を考えることができた。 

 

 

３，授業改善後の成果 

①「情報の活用」を確実に身に付けさせるための年間の計画表にかかわって 

・ 系統的に情報活用の力を身に付けさせてきたことで、本単元でも「要旨と関連した資料」を選んだり、書いてあ

ることの写しではなく必要なところをメモしたりすることができ、作業も早まってきた。 

・ 「選ぶ」「まとめる」「考える」という３つの視点から年間を見通したことで、その単元で付けたい力がはっきり

とし、評価規準の設定や支援の仕方もはっきりとした。 

・ 国語の授業で身に付けた力が、社会の歴史新聞作りや、総合学習での課題追究にも生かされ、他教科他領域にも

広がりを見せることができた。 

②「情報を選ぶ力」「情報から考える力」を重視した単元指導計画にかかわって

・ リード文を「より効果的な情報表現のお手本」として指導を行ったことで、実際にどれだけその「説得力のある

ポイント」が効果的であるかが実感でき、自分の課題にも活用することができた。 

・ 「事実は青」「筆者の考えは黄色」など、材料カードを種類ごとに区別化したことで、より自分に必要な情報や文

章の説得力を持たせる材料を選びやすくなった。また文章にまとめる時にも書く要点を見付けることができ、作

業も早くなった。 

・ 「多面的に情報をとらえる力」も年間を通して指導をしてきたことで、情報を批判的に見たり考えたりする児童

が増えてきた。 

③学び方を育てる授業展開の工夫にかかわって 
・ これまでの指導では、「課題に対するポイント」をおさえた後に、すぐに自分の課題に取りかかったが、なかなか

実践につなげることができなかった。今回、「事例で実践」してポイントの使い方を確実に身に付けることができ

たことで、児童は自分の課題に対しても的確に実践につなげることができた。 
 
◎「情報の活用」に関した自作テスト 結果の変容（４月→１２月） 

項目 効果的に伝える資料を選ぶ力 効果的に伝える内容を抜き出す 
より自分の資料が効果的に伝わる

方法を考える 
クラス 
正答平均  ２５．０％→７５・０％ ３３．３％→８２．０％ ８０．４％→９０．０％ 

項目 資料を評価しながら読む 
「考え」「事実」「要旨」をわけな

がら読む 

筆者の考えを多面的に考え感想を

もつ（批判的な見方） 

クラス 
正答平均  ５０．０％→８０．０％ ５０．０％→６９．０％ ２５．０％→９０．０％ 

「効果的に伝える資料を選ぶ力」では、「まず自分たちの現状を知ることが大切だから。」「とても具体的な数値で分



かりやすい。」という理由が多く見られるようになった。「反対論にも説得力を増す要素がある。」ことを実感している

児童も見られた。また「資料の内容から効果的に伝える内容を抜き出す力」でも「具体的数値」「比較」「要旨」「印象

に残る言葉」という理由が、たくさん見られるようになった。 

「自分の資料が効果的に伝わる方法を考える力」は、４月の調査でもよい結果が得られていたが、さらに「反対論

への反論」や「他県との比較」「インパクトのある言葉」など、より効果的に伝えられる方法が身に付いてきているこ

とが分かる。また「資料を評価しながら読む力」でも、４月はグラフや写真等の発表の方法でしか考えられなかった

が、「文章の内容面」で答える児童がほとんどになった。「～するべきです！」という文章表現や、「ダメなクラスにな

ってしまう」といった「必要のない文章」に気付ける児童も増えた。「もっと最初にインパクトのある言葉を入れた方

がよい」など、文章構成上の工夫ができる児童も多く見られた。 

「筆者の考えを多面的に考え感想をもつ力」は、感想が全く書けない児童は一人もいなくなった。４月はほとんど

が肯定的な見方であったのに対し、前回と同じ文章にも関わらず批判的な見方のできる児童が多く見られるようにな

った。「昔は環境のことを考えて輸入が禁止されていた」という、この点に着目し、自分の感想を考えることができる

児童が増えてきたのである。 

 


