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小学校学習指導要領(平成29年告示)では、〔知識及び技能〕に「情報の扱い方

に関する事項」が新設され、〔思考力、判断力、表現力等〕の各指導事項と相互

に関連させながら育成することとなった。 

そこで、本研究では、授業分析と単元構想・授業実践の往還により、「情報の

扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させた授業づくりを行った。

その結果、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する授業づく

りにつながった。 
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国語科プロジェクト研究 

 

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する 
小学校国語科の授業づくり 

－「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させて－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

 小学校学習指導要領(平成29年告示、以下、学習指導要領という。)では、国語科で育成する資質・能

力が「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」と規定された。そして、育成を目指す資質・能

力の明確化を図るため、現行の３領域「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」と〔伝統的な

言語文化と国語の特質に関する事項〕は、〔知識及び技能〕と〔思考力、判断力、表現力等〕の二つに

整理され、〔思考力、判断力、表現力等〕の内容として「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこ

と」が示された。 

 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説国語編(以下、学習指導要領解説という。)には、改訂の理由

としていくつかの課題が挙げられた。まず、PISA2015(平成27年実施)において、前回調査と比較して読

解力の低下が見られたことである。併せて、全国学力・学習状況調査等の結果から、小学校では、文の

構成を理解したり表現の工夫を捉えたりすること、目的に応じて文章を要約したり複数の情報を関連付

けて理解を深めたりすること、つまり「読むこと」に課題があることが示されている。また、「幼稚園、

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」

(平成28年12月)において、教科書の文章を読み解けていないとの調査結果もあると指摘されている。 

これらの課題を克服するため、〔知識及び技能〕に「情報の扱い方に関する事項」が新設され、国語

科において育成すべき重要な資質・能力の一つであると位置付けられた。ここには、文章に含まれる情

報を取り出して整理したり、その関係を捉えたりする知識・技能が集約されており、「思考力、判断力、

表現力等」と相互に関連させて育成を図ることとなった。 

そこで、本研究では、授業分析と単元構想・授業実践の往還により、「情報の扱い方に関する事項」

と「読むこと」の指導事項を相互に関連させた授業づくりを行う。このことが、「読むこと」の課題を

克服し、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成することにつながると捉え、本主題を設

定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

授業分析と単元構想・授業実践の往還により、「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の指導

事項を相互に関連させる手立てと効果を見いだし、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育

成する授業づくりを目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

授業分析と単元構想・授業実践の往還により、育成を目指す資質・能力を明確にして、「情報の扱い

方に関する事項」と「読むこと」の指導事項を相互に関連させた授業づくりを行う。その中で、児童の

思考の流れに沿った単元を構成し、身に付けたい力を児童が自覚できる手立てを講じる。このような授

業づくりが、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成することにつながるだろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力とは 

「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能

力」とは、学習指導要領解説によると、「国語で表

現された内容や事柄を正確に理解する資質・能力、

国語を使って内容や事柄を適切に表現する資質・能

力」１)とされている(図１)。どちらも「連続的かつ

同時的に機能するものであるが、表現する内容とな

る自分の考え等を形成するためには、国語で表現さ

れた様々な事物、経験、思い、考え等を理解することが必要である」１)とある。 

 

２ 国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成 

「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」の育成に向け、学習指導要領では、〔知識及び

技能〕に「情報の扱い方に関する事項」が新設された(表１)。この事項は、「情報と情報との関係」

と「情報の整理」の二つの内容で構成されている。前者は「話や文章に含まれている情報と情報との

関係を捉えて理解したり、自分のもつ情報と情報との関係を明確にして話や文章で表現したりする」
１)ための基本的な「知識及び技能」を取り上げ、その系統性を示している。後者は「情報を取り出し

たり活用したりする際に行う整理の仕方やそのための具体的な手段」１)を示している。「〔知識及び

技能〕に示す事項については、〔思考力、判断力、表現力等〕に示す事項の指導を通して行うことを

基本とする」１)とある。 

そこで、本研究では、「読むこと」の課題を克

服するため、「情報の扱い方に関する事項」と「読

むこと」の指導事項を相互に関連させた授業づく

りを行う。授業づくりには、当センターの平成28

年度国語科教育に関する研究の成果物「みちしる

べ」の、「教材分析シート」の指導事項の欄を学

習指導要領解説に合わせて改編した「教材分析シ

ートⅡ」を使う(図２)。このシートを使って、指

導事項と教材と言語活動の適切な組合せを考える。 

 

３ 授業づくりの三つの視点 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」

の指導事項を相互に関連させた授業づくりを行う 

とき、次の３点を意識する。 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

情報と情報

と の 関 係  

ア 共通、相違、事柄の順序な

ど情報と情報との関係につ

いて理解すること。 

ア 考えとそれを支える理由や事例、

全体と中心など情報と情報との関

係について理解すること。 

ア 原因と結果など情報と情報

との関係について理解するこ

と。 

情報の整理 

 イ 比較や分類の仕方、必要な語句

などの書き留め方、引用の仕方や出

典の示し方、辞書や事典の使い方

を理解し使うこと。 

イ 情報と情報との関係付けの

仕方、図などによる語句と語

句との関係の表し方を理解し

使うこと。 

図１ 国語科で育成を目指す資質・能力 

表１ 「情報の扱い方に関する事項」 

 

 

          

国語で正確に理解し 適切に表現する資質・能力 

国語で表現され

た内容や事柄を

正確に理解する

資質・能力 

国語を使って

内容や事柄を

適切に表現す

る資質・能力 

連続的かつ 

同時的に機能 

図２ 教材分析シートⅡ 

・「学習指導要領解説」で確認する 

・マトリックス型の年間指導計画に加筆修正する    

・同領域の前単元までに育成した力を書く 

単元名を書く 

教材のよさや価値

を書く 

言語活動を設定し

その特徴を書く 
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(１) 育成を目指す資質・能力を明確にした授業  

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の指導

事項を関連させて育成を目指す資質・能力を明確にする。

指導事項は、過度の重複や欠落を避けたり、必要があれ

ば反復的に指導したりすることが求められるため、一覧

性に優れたマトリックス型の年間指導計画を使う(図３)。 

  

(２) 児童の思考の流れに沿った単元構成 

児童が「言語活動に取り組むために必要なことをもっ

と知りたい」と感じたときに、情報の扱い方を身に付け

たり教材文を読んだりするような、児童の思考の流れに

沿った単元構成にする。 

 

(３) 身に付けたい力を児童が自覚できる手立て 

指導者が育成を目指す資質・能力を、単元の言語活動

の遂行に必要な力だと児童が自覚できる手立てを講じる。

ここでは、「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」

の資質・能力が育成できる言語活動のモデルを作成する。それを児童に示し、児童の考えを引き出

しながら一緒に学習計画を立てる際に、「情報の扱い方に関する事項」や「読むこと」の学習活動

と、単元のゴールとのつながりを示す。また、「情報の扱い方に関する事項」や「読むこと」の指

導事項が具体的に示されたルーブリックを使って、身に付けた力が活用できたかを評価し、児童が

自己の学びを自覚できるようにする。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 学習指導要領の趣旨を明らかにしたうえで、「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の指

導事項を相互に関連させた授業づくりの研修を行い、本研究への理解を図る。 

(２) 研究委員は、自校の年間指導計画を参考に、マトリックス型の年間指導計画例を作成する。 

(３) 学習指導案モデルを参考に、教材分析シートⅡを使って単元を構想し、授業実践を行う。 

(４) 授業実践後は、児童の学びの姿から、指導事項や単元構成、手立てが適切であったかを見直して

次の授業づくりに生かす等、授業分析と単元構想・授業実践の往還を進める。 

(５) 研究の成果として、国語科学習指導事例集、マトリックス型の年間指導計画例を示す。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

 

５～10月 

６月 

８月 

研究構想 研究委員の委託 

第１回研究会 

児童・指導者質問紙調査(事前) 

研究委員による実践 

第２回研究会 

第３回研究会 

10月 

10月～11月 

11月～12月 

１月 

２月 

３月 

第４回・第５回研究会 

児童・指導者質問紙調査(事後)  

研究論文原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

図３ マトリックス型の年間指導計画例 

指導事項 

教科書教材 
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Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 授業分析と単元構想・授業実践の往還 

本研究の目標を達成するために、研究委員が授業分析と単元構想・授業実践を往還させながら学び

を進めていくことができるよう、図４のとおりに計画・実施した。 

 

 

２ 「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させる単元構想 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させた単元を構想する手順と関連させ

るポイントについて、以下の実践を例に挙げて説明する。 

(１) 「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させる単元の構想手順(第４学年) 

単元「４の２おなやみ相談所」(教材名「色さいとくらし」東京書籍)では、考えとそれを支える

理由や事例との関係を捉えることをねら

いとして、色の効果を活用して先生の悩

みを解決し、「おなやみ解決カード」を

つくることを言語活動に位置付けた。図

５は、この単元を構想したときの手順で

ある。 

単元を構想する際には、まず、児童の実態を踏まえ、「読むこと」の指導事項を決定する。本単

元では、考えとそれを支える理由や事例との関係について、叙述を基に捉えることに重点を置いて

指導することにした。このとき、マトリックス型の年間指導計画で、指導事項に偏りがないかを確

かめた。次に、指導事項に合わせて、色の効果とそれを生かした事例が整理して書かれている「色

さいとくらし」を教材に選んだ。そして、色の効果について書かれた教材の内容を生かすために、 

 授業分析 単元構想・授業実践 

４
月
～
７
月 

  

夏
季
休
業
中 

  

９
月
～  

月 

  

図４ 本研究における授業分析と単元構想・授業実践の往還  

図５ 単元構想の手順の例 

10 

第１回研究会(５月17日：総合教育センター) 

 学習指導要領で新設された「情報の扱い方に関する事項」と「読

むこと」を関連させた授業づくりのポイントを共通理解した。 

 

第２回研究会(６月29日：協力校・小５「千年の釘にいどむ」) 

情報を図示で整理することは、繰り返し教材文を読むことにつな

がり、「読むこと」の資質・能力の育成につながると共通理解した。 

第３回研究会(８月９日：総合教育センター) 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の関連のさせ方、

ルーブリックの作成の仕方について共通理解した。1学期の実践交

流から、指導者の言語活動のモデル、学びが定着する板書や振り返

りは、資質・能力の育成に有効であることを共通理解した。 

第４回研究会(10月９日：協力校・小３「すがたをかえる大豆」) 

 習得したことが、すぐに活用できるような単元構成にすると、児

童が習得の必要性を感じて学習活動に向かうため、資質・能力の確

かな育成に有効だと共通理解した。 

第５回研究会(10月16日：協力校・小４「くらしの中の和と洋」) 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」についても、学

習活動に合わせて指導者のモデルを示すと、児童の学びがスムー

ズになると共通理解した。 

 

実態把握と学習指導案の作成・検討 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を

関連させた授業で育成する資質・能力を明確にし、

単元構成を工夫して授業づくりを行った。 

公開授業と研究協議 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を

関連させた授業の効果と、児童の学びの自覚と定

着を促す手立てについて考えた。 

学習指導案の修正 

 「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」

の資質・能力が育成できる言語活動のモデルを作

成し、児童と一緒に学習計画を立てる単元構成に

したり、ルーブリックの作成に取り組んだりした。 

学習指導案の検討 

 児童の思考の流れに沿った単元構成になるように

工夫した。 

公開授業と研究協議 

 「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」

を関連させた授業は、他教科に汎用性のある学び

が生まれる、指導者のより詳細な教材研究が必要

とされる等の意見が出た。 
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先生の悩みを色の効果で解決するという言語活動を考

えた。単元名は、児童の興味を引く主題と、育成した

い資質・能力と言語活動を組み合わせた副題になるよ

うに、「４の２おなやみ相談所～色の効果を活用して、

『おなやみ解決カード』をつくろう～」とした。これ

らの指導事項と教材、言語活動の組合せを考えるため

に、教材分析シートⅡを活用した。さらに、言語活動

に取り組むには、本で色の効果について調べたり、調

べたことをわかりやすくまとめたりする学習活動が必

要だと気付いた。そこで、「情報の扱い方に関する事

項」を指導事項に加えることにした。まず、本で調べ

たことをわかりやすくまとめるために、情報を分類して比較する方法を身に付ける「情報の整理」

を加えた。また、悩みを解決する効果をもつ色を本で探すために、解決策と色の効果を正しく結び

付ける「情報と情報との関係」を加えた。続いて、言語活動のモデルを作成し(図６)、それを単元

のゴールとして単元計画を立案した(表２)。 

 

時 主な学習活動 

１ 色の効果に関するクイズをしてから教材文を読む。色の効果を使って悩みを解決するカードを書くことを単元

のゴールにして、学習計画を立てる。 

２～３ 教材文を読み、筆者の考えと、それを支える色の効果や事例、それらの三つの関係をつかむ。 

４～７ 悩みを一つ選び、それを解決できる効果をもつ色を本から探す。ルーブリックで評価しながら「おなやみ解決

カード」をつくる。 

８ 「おなやみ解決カード」を読み合い、生活の中で活用したい色の効果を紹介し合う。単元末の振り返りを行う。 

このように、「読むこと」の指導事項を決定してから、それを育成する言語活動において必要に

なる「情報の扱い方に関する事項」の指導事項を決定することで、「情報の扱い方に関する事項」

と「読むこと」を相互に関連させた単元を構想することができた。 

 

(２) 「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させるポイント(第４学年) 

「情報の扱い方に関する事項」の

中には、「読むこと」と共通する内

容があり(表３)、その部分を相互に

関連させた授業づくりを行うと、指

導の効果が高まった。 

単元「４の２おなやみ相談所」では、「色さいとくらし」を読んで、

自然の生み出す色彩を上手に使うと、私たちの暮らしは豊かになると

いう筆者の考えを説明するために、赤や黄色がもつ色の効果や事例を

挙げていることを読み取った(図７)。これは、「読むことア」の指導

事項にあたる。ここで児童は、色の効果と事例の記述に、それぞれ別

の色鉛筆で線を引いて理解していた。さらに、理解を深めるため、自

分の考えを説明する際に色の効果を理由として挙げる学習活動に取 

り組んだ。このように、考えとその理由や事例に注目して、取り出して指導を行うことが「情報の

扱い方に関する事項ア」にあたる。６ページの図８には、「情報の扱い方に関する事項ア」と「読

「情報の扱い方に関する事項」 「読むこと」 

ア 考えとそれを支える理由や事

例、全体と中心など情報と情報

との関係について理解すること。 

ア 段落相互の関係に着目しなが

ら、考えとそれを支える理由や

事例との関係などについて、叙

述を基に捉えること。 

表３ 共通の内容が見られる指導事項(下線は筆者) 

図６ 「おなやみ解決カード」のモデル 

表２ 単元「４の２おなやみ相談所」の指導計画(全８時間)  

図７ 色の効果と事例の教室掲示 
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むことア」のイメージを図で示した。「読むことア」

では、文章を読んで、書き手の考えがどのような理

由や事例に支えられて述べられているか、捉えるこ

とができる力を育成する。「情報の扱い方に関する

事項ア」では、書き手の考えとそれを支える理由や

事例との関係を、さらに深く理解し、「話すこと・

聞くこと」や「書くこと」、他の文章を読むことに

も活用できる汎用的な力として、身に付けることが求め

られている。この学習活動では、「新車の色はかっこい

いイメージのものにしたいのですが、何色がよいですか」

という先生の悩みに、「黒がおすすめです。なぜなら、

黒には高級感があるからです」と回答する児童の姿があ

った。この児童は、黒と青がかっこいいイメージをもつ

色だと考えて情報を集めたところ、青には未熟で若い、

優しいイメージがあることや、黒は高級感やおしゃれな

感じ、意志の強さや自信を感じさせるイメージがあることを知った(図９)。そして、二つの色の効

果を比較して、悩みを解決するには黒が適していると判断していた。このことから、考えとそれを

支える理由との関係について正確に理解していることがうかがえた。 

このように、「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の指導事項の中には共通の内容があ

り、それらを相互に関連させて単元を構想することも、ポイントの一つである。 

 

３ 三つの視点を意識した授業の実際 

(１) 育成を目指す資質・能力を明確にした授業 

育成を目指す資質・能力を明確にして「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関

連させた授業づくりを行うことによって、児童の理解を深める学習活動や児童が読み方や表現の仕

方を知る学習活動を加える必要性に指導者が気付き、児童の資質・能力の確かな育成につながった。 

ア 「情報と情報との関係」と「読むこと」を関連させた授業(第１学年) 

単元「みつけよう！じどう車のひみつ！」(教材名「じどう車くらべ」光村図書)では、表４の

指導事項を指導することをねらいとして、「じどう車ずかん」をつくることを言語活動に位置付

けた。当センターの平成28年度研究員派遣による学校支援に関する研究では、「じどう車くらべ」

を読んで自動車の「しごと」と「つくり」について理解し、自分が選んだ自動車の情報を本から

探すことで理解を深めた。そこに、情報と情報がどのように結び付いているかを捉える「情報と

情報との関係」(「情報の扱い方に関する事項ア」)を加えたのが、本単元である。この指導事項

を指導するため、本単元では、教材文を読んだ後に次のような時間を設けた。 

指導者は、情報と情報との関係を理解する手立てとしてトラックの「つくり」を五つ挙げて、

図鑑に載せる「つくり」を二つに絞る課題を出した(p.7の図10)。「『ヘッドライト』がかっこい

い」と感覚的に選ぶ児童がいたが、「『ヘッドライト』は自分の家の車にも付いているから、別

の『つくり』のほうがよい」や「『たくさんのにもつをはこぶしごと』だから、広い荷台がいる」

情報の扱い方に関する事項 書くこと 読むこと 

ア 共通、相違、事柄の順序など

情報と情報との関係について

理解すること。 

ア 経験したことや想像したことなどから書く

ことを見付け、必要な事柄を集めたり確かめ

たりして、伝えたいことを明確にすること。 

ウ 文章の中の重要な語や文を

考えて選び出すこと。 

表４ 単元「みつけよう！じどう車のひみつ！」の指導事項（下線は筆者） 

図８ 二つの指導事項のイメージ図 

図９ 色ごとに分類した色の効果 
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等、「しごと」と関連する「つくり」を選ぶ友

達の考えを聞いて、自分の考えを改めていた。

「つくり」として共通する情報の中にも、「し

ごと」に直接関係するものとそうでないものが

あることに気付き、「しごと」と「つくり」の

関係を正確に理解する学習活動となった。その

後、ブルドーザーの「つくり」として、ハンド

ルはなく左右のレバーで操作するという情報よ

りも、地面を削る大きなつめがあるという情報

が、「じどう車ずかん」にふさわしいと気付い

た児童の姿があった。 

このように、教材文で学んだ後に、児童が情報と情報を適切に結び付ける時間を再度設けるこ

とで、児童の理解は深まり、「読むこと」のねらいにより迫る授業ができた。また、それによっ

て伝えたいことも明確になり、「書くこと」のねらいに迫る授業にもなった。 

なお、「情報と情報との関係」は、１学期に学習した「うみのかくれんぼ」で、海の生き物の

身体の特徴と隠れ方の関連性を捉えることに課題があったため、本単元でも取り上げた。児童の

実態に応じて重点指導事項を設定し、反復的に指導することは、児童の資質・能力の育成に大き

な役割を果たすことになる。 

イ 「情報の整理」と「読むこと」を関連させた授業(第６学年) 

単元「めざせプレゼン名人！！」(教材名「自然に

学ぶ暮らし」光村図書)では、表５の指導事項を指

導することをねらいとして、プレゼンテーションを

行うことを言語活動に位置付けた。プレゼンテーシ

ョンのフリップを作成するには、「自然の仕組み」

や「その活用」等、自然に学ぶ暮らし方を推薦する

のに必要な情報を見つけて、わかりやすく整理する

必要がある。そこで、これまでの「読むこと」の学

習活動に、思考ツールや図示等を用いて情報を整理

する「情報の整理」(「情報の扱い方に関する事項

イ」)を加えて、育成すべき資質・能力を明確にし

た。この指導事項を指導するため、本単元では次の

ような時間を設けた。 

児童はまず、教材文のシロアリの巣の事例で作成

された指導者のフリップ(図11)から、「生き物」「生

き物のもつ仕組み」「その仕組みの活用」「活用す

ることのよさ」に関する情報が書かれていることに

気付いた。そして、これらの情報を各階層にしてロ

ジックツリー(図12)を作成すると、新しい暮らし方

情報の扱い方に関する事項 話すこと・聞くこと 読むこと 

イ 情報と情報との関係付けの仕方、

図などによる語句と語句との関係

の表し方を理解し使うこと。 

ウ 資料を活用するなどして、自

分の考えが伝わるように表現を

工夫すること。 

ウ 目的に応じて、文章と図表などを結び付

けるなどして必要な情報を見付けたり、論

の進め方について考えたりすること。 

図10 情報と情報との関係を理解する手立て 

つくり 

しごと 

表５ 単元「めざせプレゼン名人！！」「自分の町の未来をえがき、プレゼンテーションをしよう」の指導事項（下線は筆者） 

図11 指導者のフリップのモデル 

よさ 活用 

仕組み 

生き物 

図12 指導者のロジックツリーのモデル  
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を提案するために必要な要素が明確になることを知った。ロジックツリーは、情報を階層に分け

て体系的に整理する方法である。その後、児童は指導者のモデルを参考に、教材文の別事例で「『空

気の層によって熱をにがさないというあわの性質』はどんな情報だろう」「それは『仕組み』に

あたると思う」等と、グループで相談しながらロジックツリーを作成した。ロジックツリーによ

って読む視点が明確になったことで、自分たちで情報と情報を関係付けながら教材文を読み進め

る児童の姿があった。 

次に、指導者のフリップのモデル(p.7の図11)から、ロジックツリーで整理した情報を、聞き手

に伝わるようにフリップに図示する方法を学んだ。「一文を短くして、関係のあるもの同士は矢

印でつなぐ」等、図示のポイントに気付き、それを生かして教材文の事例をフリップに図示した。

フリップを書き上げた後、互いのフリップを見せ合い、ミニプレゼンテーションを始めるグルー

プがあった。伝えたい情報がフリップにわかりやすく整理されていたため、ポイントを押さえた

話し方ができた。 

このように、思考ツールで情報を整理する時間を設けることで、児童は情報を正確に理解し、

「読むこと」のねらいにより迫る授業ができた。また、図示によって情報を適切に表現する方法

を知り、それを用いてプレゼンテーションをすることを通して、「話すこと」のねらいに迫る授

業にもなった。 

 

(２) 児童の思考の流れに沿った単元構成 

児童が「言語活動に取り組むために必要なことをもっと知りたい」と感じたときに、情報の扱い

方を身に付けたり教材文を読んだりするような、児童の思考の流れに沿った単元構成にすると、習

得と活用につながりが生まれ、児童の資質・能力の確かな育成につながることが分かった。 

ア 情報の扱い方の習得と活用を意識した単元構成(第４学年) 

単元「４の２『和と洋』案内係」(教材名「くらしの中の和と洋」東京書籍)では、表６の指導

事項を指導することをねらいとして、「和と洋リーフレット」をつくることを言語活動に位置付

けた。教材文で和と洋の違いやよさを理解してから、自分が選んだテーマで調べるときに、情報

の書き留め方に困る児童の姿が現れることを想定した。そのため、本単元では、情報の書き留め

方として引用と要約の仕方を学ぶ、次のような時間を設けた。 

授業の導入で、指導者が「見つけた情報は全部書きますか」と問うと、児童は「それは大変な

ので、短くまとめて書きたい」と

答えていた。そこで、引用と要約

の仕方を学ぶことになった。教科

書のモデル文から引用と要約が使

われている文を見つけて線を引

き、その定義や書き方(図13)につ

いて話し合い、ノートにまとめた。

引用と要約は、次の学習活動に必

要であったため、児童は前向きに

情報の扱い方に関する事項 書くこと 読むこと 

イ 比較や分類の仕方、必要な語句

などの書き留め方、引用の仕方や

出典の示し方、辞書や事典の使い

方を理解し使うこと。 

ア 相手や目的を意識して、経験したこ

とや想像したことなどから書くことを

選び、集めた材料を比較したり分類し

たりして、伝えたいことを明確にする

こと。 

ウ 目的を意識して、中心となる語

や文を見付けて要約すること。 

オ 文章を読んで理解したことに基

づいて、感想や考えをもつこと。 

表６ 単元「４の２『和と洋』案内係」の指導事項(下線は筆者) 

図13 引用と要約に関する板書 図14 指導者のマトリックス表のモデル 

要約 
引用 
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取り組んでいた。しかし、いざ活用する段階になると、学んだことをどう活用するのか、特に要

約について具体的にイメージできない児童がいた。そこで、指導者が必要な情報を書き留めたマ

トリックス表(p.8の図14)と、情報の引用元の資料を指導者のモデルとして配付し、表に書かれた

情報を資料から見つけて線を引いた。児童はそこから、「難しい言葉を簡単なものに書き直して

いる」「文末を書き換えている」「まとめの文章を要約に用いて

いる」等の要約のポイントを再度確認し、今度は全員がスムーズ

に情報を引用したり要約したりすることができた。また、見つけ

た情報から順に書き留める児童がいたため、教材文で学んだ既習

の方法を想起できるように、掲示物(図15)を工夫した。これによ

って、「比べる点」を明確にして、対になる和と洋の情報を見つ

けてから書くことが大切だと気付く児童の姿があった。  

このように、児童が学びたいと感じたときに学ぶ時間を設定し

たり、習得した後にすぐ活用の場面を設定したりする等、児童の

思考の流れに沿って単元構成を工夫することで、「情報の扱い方

に関する事項」と「読むこと」の習得につながった。さらに、習

得と活用の間に、指導者の作成した情報の扱い方・読み方のモデ

ルを示して、児童に活用のイメージをもたせることも有効であっ

た。また、汎用性のある学びは、その要点をノートにまとめたり、

学びの足跡を教室に掲示したりして、年間を通して必要に応じて振り返ることができるようにす

る等、定着のための手立ても必要である。 

イ 教材文の扱い方に工夫のある単元構成(第６学年) 

単元「自分の町の未来をえがき、プレゼンテーションをしよう」(教材文「町の幸福論」東京書

籍)では、７ページの表５の指導事項を指導することをねらいとして、プレゼンテーションを行う

ことを言語活動に位置付けた。 

まず、児童は指導者のプレゼンテーションを見て、フ

リップ(図16)に図示して情報を整理する方法を知った。

児童は、事実は箇条書きにしたり、最も伝えたいことを

四角で囲って目立たせたりする等、図示のポイントを学

んだ。次に、教材文のはじめの内容について、児童はフ

リップ(図17)にまとめた。ここで指導者は、現状の分析

と、その解決策にあたる筆者の考えを空欄にしたフリッ

プを準備して、中に入る言葉を児童に考えさせた。児童

は教材文を読んで、筆者が最も伝えたいことは、繰り返

し出てきたり意味が解説されていたりする等、キーワー

ドとして文章中に強調されているはずだと考えた。そこ

で、キーワードについて話し合い、「コミュニティデザ

イン」に絞ってから、そのキーワードを含む一部分を筆

者の考えとして書きまとめた。この学習活動によって、

児童は、図示して情報を整理するためには、最も伝えた

いことを本文中から読み取る「読むこと」の学習活動も

必要になることを理解した。さらに、教材文に挙げられた町づくりの成功事例三つのうち一つを

選んで、今度は白紙のフリップに図示した。教材文を全て読み取るのではなく、資質・能力の育

図15 既習内容の掲示 

比
べ
る
点 

情
報
を
整
理

す
る
方
法 

和 

洋 

図17 児童の教材文を基にしたフリップ 

(下線、コメントは筆者)  

筆者の考え 

キーワード 

現状の分析 

図16 指導者のフリップのモデル  

最も伝えたいこと 

事実 
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成と言語活動の遂行に必要な部分を重点的に読み取ったため、児童は教材文を読むことの必要性

を感じて、熱心に読み込む姿が見られた。その後、習得

した図示の仕方を自分たちのフリップ(図18)に活用して、

プレゼンテーションを行う児童の姿があった。 

このように、言語活動の遂行に必要な部分を重点的に

読み取る学習活動にすることで、児童の思考の流れに沿

った単元構成になり、習得と活用につながりが生まれた。

また、図示といった情報の扱い方を習得するためには、

同時に「読むこと」の力も必要となることが分かった。 

 

(３) 身に付けたい力を児童が自覚できる授業 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」について、それらの学習活動と単元のゴールとの

つながりを学習計画に示したり、ルーブリックの観点として児童に示したりすると、児童はそれら

を言語活動の遂行に必要な力だと自覚してその習得に励むため、児童の資質・能力の確かな育成に

つながることが分かった。 

ア 身に付けたい力から考える学習計画(第３学年) 

単元「『食べ物へんしんタワー』をつくろう」

(教材名「すがたをかえる大豆」光村図書)では、

表７の指導事項を指導することをねらいとして、

「食べ物へんしんタワー」をつくることを言語

活動に位置付けた。 

児童は第１時に、同じ材料から作られた食品

を見つけるクイズをしたり教材文を読んだりして、単元に対する興味・関心を高めた。そして、

すがたを変える食べ物についてまとめて、おうちの人に紹介するというゴールイメージをもった。

第２時には、指導者のモデル文(図19)を読んで、それを書くために必要な力を、まずは個人で考

えた。それを学級全体で話し合うと、「はじめ・中・終わりに分けて書く力」「『まず』『次に』

等の言葉を使って書く力」等の意見が挙がった。言語活動のゴールが「書くこと」である場合は、

情報の扱い方に関する事項 書くこと 読むこと 

ア 考えとそれを支える理由や事例、全体と中心な

ど情報と情報との関係について理解すること。 

イ 比較や分類の仕方、必要な語句などの書き留め

方、引用の仕方や出典の示し方、辞書や事典の使

い方を理解し使うこと。 

ウ 自分の考えとそれを支える

理由や事例との関係を明確に

して、書き表し方を工夫する

こと。 

ア 段落相互の関係に着目しな

がら、考えとそれを支える理

由や事例との関係などについ

て、叙述を基に捉えること。 

図18 児童のプレゼンテーションのフリップ 

(括弧、コメントは筆者) 

提
案
：
箇
条
書
き 

自分の考え：囲う 

図19 指導者の「食べ物へんしんタワー」のモデル文  

図20 個人の学習計画表 

  (傍線は筆者) 
図21 学級の学習計画表 

読
む
こ
と 

情報の整理 

書くこと 

表７ 単元「食べ物へんしんタワーをつくろう」の指導事項(下線は筆者) 
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児童の発言も「書くこと」に集中するが、「書きたいことをメモする」や「文章をたくさん読み

かえす」等、「情報の扱い方に関する事項」や「読むこと」に関する力の必要性に気付く児童も

いた(p.10の図20)。 

次に、学級全体で学習計画を立てた。児童は「まず、教科書で学びたい」「先生の見本を見な

がら書く」等、必要だと思う学習活動を次々に挙げた。「本で調べたい」と発言した児童に、指

導者は「本を見たらすぐに書けますか」と問い、児童の「まとめる」という答えを受けて、集め

た情報を整理する必要があることを押さえた。10ページの図21は、清書されて学級掲示された学

習計画である。そこには、「食べ物へんしんタワー」を書くためには、教材文を読んだり情報を

整理したりする必要があることが明示されていた。この計画に従って学習を進めたことで、教材

文を読んだり付箋で情報を整理しながら本を読んだりする学習活動の中でも、単元のゴールを意

識して取り組む児童の姿があった。 

このように、指導者が児童の考えを引き出しながら、「情報の扱い方に関する事項」と「読む

こと」の学習活動と単元のゴールとのつながりを学習計画に示すことで、それに取り組むことが

言語活動の遂行に必要なことだと児童が自覚し、資質・能力の確かな育成につながると分かった。 

イ 身に付けたい力を可視化するルーブリック(第４学年) 

言語活動のゴールに話したり書いたりする表現活動が多いた

め、「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の力が身に

付いたという自覚は薄くなる。そのため、ルーブリックを用い

て、正確に理解したことが適切な表現につながっていることを

児童が自覚する必要がある。 

８ページで紹介した「４の２『和と洋』案内係」の授業では、

情報を整理したり重要な語を見つけて要約したりすることの重

要性を児童に自覚させるため、「情報の収集と整理」という観

点を入れたルーブリック(図22)を作成した。一つの学習活動が終わるごとにルーブリックで自己

評価を行い、足りない部分を補うために、もう一度その学習活動に挑戦する時間を設けた。その

ため、引用でしか情報を集めていなかった児童が要約に挑戦したり、「和」の情報しか集めてい

なかった児童が比べる対象の「洋」の情報を集めたりする姿が見られた。また、ルーブリックを

用いたことで、引用と要約の二つを活用することを目指して取り組む児童の姿が見られた。 

このように、ルーブリックで身に付けたい力の基準を可視化し、評価の観点に「情報の扱い方

に関する事項」と「読むこと」を組み込んで児童にわかりやすく示すことで、児童の学びの自覚

につながった。 

ウ 課題を自覚し、克服する授業(第５学年) 

国語科で学んだことを他教科に生かしたり、他教科で感じた課題を国語科で克服したりするこ

とも、児童が身に付けたい力を自覚する手立ての一つといえる。 

単元「説明名人の秘けつを見つけて、相手が納得する意見文を書こう」(教材名「天気を予想す 

   る」光村図書)では、表８の指導事項を指導することをねらいとして、意見文を書くことを言語活

動に位置付けた。このとき、社会科で事前に学習した日本の食料生産について、意見文にまとめ 

たものを活用した。 

情報の扱い方に関する事項 書くこと 読むこと 

ア 原因と結果など情報と情報

との関係について理解するこ

と。 

エ 引用したり、図表やグラフなどを

用いたりして、自分の考えが伝わる

ように書き表し方を工夫すること。 

ウ 目的に応じて、文章と図表などを結び付

けるなどして必要な情報を見付けたり、論

の進め方について考えたりすること。 

図22 情報整理のルーブリック 

表８ 単元「説明名人の秘けつを見つけて、相手が納得する意見文を書こう」の指導事項(下線は筆者) 
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第１時は、それを読み返し、「使った資料の説明ができていない」や「自分の意見がくわしく

書けていない」等の、自分の意見文がもつ課題に気付いた。そこで、教材文から、グラフを用い 

て自分の考えをより適切に伝える書き手の工夫を読み取

り、自分の意見文に生かして書き直す学習計画を立てた。

次に児童は、グラフを用いた論の進め方について学んだ。

教材文の二つのグラフを比較して、グラフで注目してほ

しい数字について解説する等、共通のルールがあること

に気付いた(図23)。さらに児童は、自分の考えを裏付け

るグラフの選び方について学んだ。五つのグラフから指

導者の意見文に適したグラフを選ぶという設定(図24)

で、グラフのタイトルや数値の変化に着目して、考えを裏付けるグ

ラフを選ぶとよいことに気付いた。その後、学んだことを活用して、

自分の主張を裏付けるグラフを、本から選んだ。ここでは、農業に

従事する人数の変化を示したグラフと生産量の減少を示すグラフ、

輸入率の増加を示すグラフを選ぶ児童がいた。この児童は、農業に

従事する人が減ったために生産量も減り、そのため輸入率が高まっ

たとグラフについて解説した。そして、これらのことから、日本の

食料生産に関する問題は連鎖してお

り、その対処法の一つとして、生産人

口の減少を防ぐことが挙げられると結

論付けた。この他にも、幾つかのグラ

フを自分の考えと結び付けて意見文を

書く児童の姿があった。 

単元末の振り返りでは、まず、説明

名人の秘けつが箇条書きになったシー

トで自己評価をした(図25)。この秘け

つは、児童が教材文から読み取った書き手の工夫を、

指導者がまとめて教室掲示していたものである。こ

の中には、「情報と情報との関係」にあたる評価項

目があった。次に、４人一組になって意見文を読み

合い、付箋で評価した。このとき児童は、「自分の

主張に合ったグラフを使えています」「具体的な数

値を用いて表しています」等、自己評価の評価項目

にあたる部分に着目して、コメントを書いていた(図

26)。最後に、社会科で書いた意見文と比べて、課

題が克服できたところを振り返りシートに記述し

た。ここでは、意見文を書くのに必要な力を、具体

的に記述する児童の姿が見られた(図27)。 

このように、課題と課題解決の方法を児童が見いだし、それを指導者が学習

のポイントとしてまとめて掲示し、単元末の評価に活用することで、児童は身

に付けたい力を意識して学習を進めることができた。また、自己評価と他者評価、社会科と国語

科の二つの意見文のように、比較する対象があることで、自分の身に付けた力がより鮮明になっ 

図23 教材文の書き手の工夫を読み取る学習活動 

図24 適切なグラフを選ぶ学習活動 

図26 意見文の他者評価(囲み 

     線は筆者、コメント内 

は児童の言葉)i! 

 

具体的な

数値を用

いて表し

ています 

自分の主張

に合ったグ

ラフを使え

ています 

図25 意見文の自己評価項目 

「情報と情報との関係」にあたる評価項目 

図27 振り返りの 

    記述(傍線は   

 筆者) 
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た。特に、過去の自分との比較は、多くの児童が成長を実感できるため、取り組む価値のある手

立てであった。 

 

４ 授業分析と単元構想・授業実践の往還を振り返って 

本研究では、研究開始の６月(事前)と研究終了の10月～11月(事後)に児童対象と指導者対象の質問

紙調査を行った。 

(１) 児童質問紙調査結果の考察 

児童質問紙調査では、主に「読むこと」の指導事項が身に付いていると自覚しているかについて

確認した。学年ごとに指導事項が違うため、研究委員の学級ごとに結果を比較した。 

Ａ校では、「同じ部分やちがう部分をくらべ 

て読んでいる」について、肯定的に回答する児

童が増えた(図28)。これは、比べる点を明確に

して「くらしの中の和と洋」を読んだ学習活動

が反映されたと考えられる。このように、「情

報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を関

連させた授業によって、文章をどのように読む

のかという読み方に対する児童の意識が高まっ

た。 

Ｂ校では、「授業の途中で、何度も教科書の

文章を読み返している」(図29)について、肯定

的に回答する児童が増えた。これは、思考ツー

ルと図示を使って情報を整理する方法を習得す

るため、「自然に学ぶ暮らし」を読んでフリッ

プを作成した学習活動が、反映されたと考えら

れる。このように、「情報の扱い方に関する事

項」と「読むこと」を関連させた授業によって、

教材文を読む児童の姿勢に積極性が見られるよ

うになった。 

 

(２) 研究委員の学びと意識の変容 

指導者質問紙調査の中から、二つの項目について、事前と事後の結果を比較した(表９)。「『情 

報の扱い方に関する事項』と『読むこと』の指導事項を関連させた単元は、どのような効果を生む

と思うか」という項目では、本研究を通して指導者自身に起こった変化を述べており、「情報の扱

い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させた授業の効果を、研究委員が実感しているこ

とが分かった。そして、「どうすれば、よりよく『情報の扱い方に関する事項』と『読むこと』の

指導事項を関連付けることができるか」という項目では、「適切な言語活動」を「情報を関連付け

質問項目 事前 事後 

「情報の扱い方に関する事項」と「読

むこと」の指導事項を関連させた単元

は、どのような効果を生むと思うか 

文の構成やつながり等に着目させて読

むことで、筆者の思いを見つけたり論

の進め方について考えたりできる 

「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を関連

させた授業づくりの視点で教材研究をすることで、指

導者が児童に付けたい力を明確にすることができる 

どうすれば、よりよく「情報の扱い方

に関する事項」と「読むこと」の指導

事項を関連付けることができるか 

適切な言語活動を設定する 情報を関連付ける必然性のある言語活動を設定する 

12

25

38

50

44

19

6

6

事前

事後

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

授業の途中で、何度も教科書の文章を読み返している 

図29 Ｂ校の児童質問紙調査結果の比較 

（数字は％ 回答総数 B 校第６学年児童 16） 

32

38

35

44

30

15

3

3

事前

事後

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

同じ部分やちがう部分をくらべて読んでいる 

（数字は％ 回答総数 A校第４学年児童 34） 

図28 Ａ校の児童質問紙調査結果の比較 

表９ 研究委員の回答の変化 
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る必然性のある言語活動」と表現し、より具体的な方策を示すことができるようになった。本研究

では、授業分析と単元構想・授業実践を往還させることにより、「情報の扱い方に関する事項」と

「読むこと」を関連させた授業の効果を研究委員が実感し、これからの授業づくりに生かす方法を

学ぶことができた。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を相互に関連させた授業づくりを行うことで、児

童の理解を深める学習活動や児童が読み方や表現の仕方を知る学習活動が加わり、国語で正確に理

解し適切に表現する資質・能力の確かな育成につながった。 

(２) 学習計画と学習評価に「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の観点を入れたり、児童の

思考の流れに沿って学習活動を組み入れた単元構成にしたりすることで、児童の「読むこと」への

意識が高まり、「読むこと」の課題を克服することにつながった。  

 

２ 今後の課題 

(１) 育成した「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」の資質・能力について、他教科でも活用

することによってその定着を図ることができるように、カリキュラム・マネジメントの視点で考え

ていく必要がある。 

(２) 今後は、中学校においても、「情報の扱い方に関する事項」と「読むこと」を関連させた授業づ

くりを進めて、小・中学校の連携を深めていく必要がある。 
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