第４学年 １組

国語科 学習指導案
日

時

平成１ ５年６ 月２５ 日（水 ）
１ ４：０ ０～１ ４：４ ５

授 業者

仙台市 立長命 ヶ丘小 学校
教 諭

場
１

所

今 藤

正 彦

４年１ 組教室

単元名 ・教材 名
【 単元名 】 伝えたいことをはっきりさせて書こう
【 教材名 】「新聞記者にな ろう」
（光 村図書 ：４年 国語上 巻）

２

単元の 目標
◎ 身近な 出来事 を取 材して ，伝え たいこ とを はっき りさせ て書 き，友 達と協 力して 新聞
を作る 。

３

単元の 評価規 準

■〔関 心・意 欲・態 度〕
○ 「新聞 記者に なろ う」と いう活 動に興 味を 持ち、 新聞を 読ん だり、 作った りしよ うと
してい る。
■「Ａ 話すこ と・聞 くこと 」
○ 相手や 目的に 応じて ，適切 な言葉 遣いで 要領よ くイン タビュ ーする 。…ア
○ インタ ビュー の相 手が自 分に伝 えよう とし ている 事を， 要点 を落と さずに メモし なが
ら聞き 取る。 …イ
○ グルー プごと に編 集会議 を開き ，互い の考 えの相 違点や 共通 点を考 えなが ら，よ りよ
い新聞 作りの ために 進んで 話し合 う。… ウ
■「Ｂ 書くこ と」
○ 読者が 読みた くなる ような 新聞記 事を， 適切に 書く。 …ア
○ 新聞に 取り上 げたい 話題に ついて 取材し ，情報 を収集 ・選択 する。 …イ
○ 新聞で 主張し たい ことが 明確に なるよ うに ，紙面 構成や 見出 しを工 夫し， 段落相 互の
関係を 考える 。…ウ
○ 新聞記 事に書 こう とする 事の中 心を明 確に しなが ら，段 落と 段落と の続き 方に注 意し
て書く 。…エ
○ 新聞記 事を読 み返し ，よい ところ を見付 けたり ，間違 いなど を正し たりす る。… オ
■「Ｃ 読むこ と」
○ 身近な 新聞（ 一般紙 ・小学 生新聞 ・学級 新聞等 ）に興 味を持 ち，読 む。… ア
○ 見出し やリー ド文 から記 事のお よその 内容 を把握 し，中 心と なる語 や文を とらえ て段
落相互 の関係 を考え ，記事 の文章 を正し く読む 。…イ
○ 新聞記 事の背 景に ある社 会や日 常生活 の現 実の姿 を，理 解・ 想像し ながら 読む。 …ウ
○ 書いて あるこ とを鵜 呑みに せず， 自分の 頭でよ く考え ながら 新聞を 読む。 …エ
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■〔言 語事項 〕
○ 既習の 漢字を 使って 新聞記 事を書 く。… イ(ｱ)
○ 句読点 を適切 に打 ち，ま た，段 落の始 め， 会話の 部分な どの 必要な 箇所は 行を改 めて
書く。 …ウ(ｲ)
○「 だれ が 」，「い つ 」，「 どこ で」，「な にを 」，「 どの よう に 」，「な ぜ」 など の関 係に よ
る文の 構成に ついて ，初歩 的な理 解をも つ。… オ(ｱ)
○ 文章全 体にお ける段 落の役 割を理 解する 。…オ (ｲ)
４

単元に ついて

（１ ）教材 につい て
今，子 どもた ちの 周りに は，テ レビ， 雑誌 などか らの膨 大な情 報が ある。 また， 子ど
も たちは 日々い ろい ろな経 験や人 との会 話を 通して ，多く の情報 に接 してい る。こ のよ
う な情報 化社会 の中 で生き る子ど もたち にと っては ，自分 に必要 な情 報を的 確に収 集・
選 択して 再構成 し， 新たな 情報を 発信す る能 力（情 報活用 能力・ メデ ィアリ テラシ ー）
が 求めら れてい る。
本単元 では， 身近 な新聞 （一般 紙・小 学生 新聞等 ）を教 材と して活 用し， 紙面構 成や
見 出しの 工夫， 記事 の書き 方の特 徴など を学 習する 。その 上で， 実際 に自分 たちの 学校
生 活の様 子を記 事とし て新聞 に書き ，家の 人に伝 えると いうも のであ る。
自分た ちが新 聞記者 になっ て取材 をして 記事を 書くこ とは ，事 実を正 確にと らえた り，
自 分たち の学校 生活 を見つ め直す きっか けに なった りする 。また ，家 の人と いう読 者を
設 定して 記事を 書く ことで ，記事 の内容 や表 現のし かた， 見出し の付 け方な どにも 工夫
が 必要と なり， 文章 の構成 のしか た，要 約の しかた を学習 するこ とに なると ともに ，相
手 にとっ て分か りやす い文章 の書き 方につ いての 意識も 育つこ とにな る。
ま た， 本 単元 で 学習 し たこ とは ，「 生 活を 見 つめ て－ ４ 年１ 組 生活 白書 」（ 光 村４ 年
下 巻 ）の 報告 文 作成 や ，「 伝え 方 を選 ん で， ニ ュー スを 発 信し よ う」（光 村５ 年 下巻 ）
の 新聞・ ニュー ス番組 作りへ と発展 してい く。
（２ ）児童 につい て
男子１ ５名，女子 １０名 のクラ スであ る。読書を 好み ，週１ 回の朝 の読書 の時 間には ，
全 員が静 かに集 中して 本を読 んでい る姿が 見られ る。
書くこ とに関 して は，段 落を意 識して 作文 を書け るよう になり つつ ある段 階であ る。
５ 月に行 われた 運動 会の後 で作文 を書か せた が，そ の際， 題に「 運動 会」と いう言 葉を
使 わない 条件を 課した 。
「運 動会の こと 」とい う紋切 り型の 内容に なりそ うだっ たので ，
題 を工夫 させる こと で作文 の内容 にも変 化を もたら せたか ったか らで ある。 その結 果，
「 おし か った と きょ う走 」，「上 手 にお ど れた すず め おど り 」，「 最後 まで が んば った リ
レ ー」な どの題 で， 書きた いこと を明確 にし て詳し く書く ことが でき た児童 が多く 見ら
れ た。
しかし ，自分 の思 いを何 とか表 現しよ うと 努力し てはい るもの の， 文章全 体の構 成を
見 通しを もって 考え るまで には至 ってい ない 。段落 相互の 関係に つい て考え ，自分 の伝
え たいこ とをよ り明 確にす るため に文章 表現 を工夫 する必 要があ る。 また， 自分で 読み
返 して間 違いな どを 正そう とする 習慣が 身に 付いて いない 児童も いる ので， 指導を 継続
し ている ところ である 。
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総合的 な学習 の時 間では ，取材 して新 聞や 模造紙 にまと める 経験を 積んで きてい る。
３ 年生 では ，「 進め ！わ んぱ く探 検隊 」と いう 単元 の中 で， 長命 ヶ丘 の団 地内や 泉中 央
な どで取 材をし て， 個人ご とに「 たんけ ん新 聞」に まとめ た。ま た， ４年生 になっ てか
ら は，ゴ ミの学 習で 葛岡工 場，石 積埋立 処分 場，堆 肥化セ ンター を見 学し， グルー プご
と に模造 紙にま とめ る活動 を行っ た。ま た， 既習の 「心を こめて 書こ う」の 単元を 生か
し て，見 学先に お礼 の手紙 を書い て送っ た。 このよ うに， 国語の 力が 基礎・ 基本と なっ
て ，総合 的な学 習の時 間が展 開され ている 。
また， インタ ーネ ットを 使った 調べ学 習に おいて ，必要 な情報 を上 手に検 索でき る子
ど ももい れば， 全く 探せな い子ど ももい る。 この違 いは， どんな 検索 語（キ ーワー ド）
を 入力で きるか によ って起 こる。 上手に 検索 できる 子ども は，語 彙が 豊かで 言語感 覚に
優 れてい るので ある 。こう した実 態を目 にす るにつ けても ，国語 の力 が全て の学習 の基
礎 ・基本 になっ ている ことを 再認識 させら れる。
ところ で，本 学級 では４ 月から ，生活 班に よる輪 番制で 毎週 １回学 級新聞 を発行 して
い る。作 文には 苦手 意識を 持って いる児 童も ，新聞 作りに は意欲 的に 取り組 んでい る。
自 分の書 いた字 がそ のまま 印刷さ れるこ とに ，新鮮 な喜び を感じ てい るよう である 。ま
た ，配ら れた新 聞を ，どの 子ども も真剣 に読 んでい る。身 近な学 級の 話題を 学級新 聞に
書 いて発 信する こと で，伝 え合う 喜びや 充実 感を味 わって 欲しい と考 えてい るとこ ろで
あ る。
また， 先週の 総合 的な学 習の時 間には ，新 聞記事 の切り 抜き を行っ た。教 育に新 聞を
活 用 する 試み は ，「 ＮＩ Ｅ 」（ Ｎｅ ｗ ｓｐ ａ ｐｅ ｒ

Ｉｎ

Ｅ ｄｕ ｃ ａｔ ｉｏ ｎ ）と 呼

ば れ，世 界各国 で幅 広く実 践され ている 。子 どもの ころか ら新聞 に日 常的に 触れる こと
で 活字離 れを防 ぎ、 大人に なって も新聞 を読 んで社 会に関 心を持 ち、 世の中 に主体 的に
関 わって いこう とす る人を 育てる のがね らい である 。子ど もたち は， 新聞に 目を通 して
思 い思い に記事 を選び ，切 り抜い て紙に 貼った 後感想 を記入 した 。こ の切り 抜き活 動は ，
今 後も継 続して いく予 定であ る。
事前に ，新聞 作り に関す るアン ケート 調査 を実施 した。 その 結果， 予想以 上に多 数の
児 童が新 聞作り に対 する意 欲や自 信を持 って いるこ とが分 かった 。そ の理由 として ，こ
れ までの 学級新 聞の 発行を 児童や 保護者 が好 意的に 受け止 めてい るこ とが挙 げられ る。
し かし， 学級新 聞を よく読 むと， ５Ｗ１ Ｈを 意識し ていな かった り， 見出し の工夫 に欠
け たりす るなど ，国語 科の観 点から 見て不 十分な ところ が多い のが実 情であ る。
（３ ）指導 にあた って
これま で発行 して きた学 級新聞 は，特 別活 動の視 点から 作成 してき た。す なわち ，よ
り よい学 級集団 づく りを基 本に， グルー プで 協力し たり子 ども同 士の コミュ ニケー ショ
ン の円滑 化を図 った りする ことに 主眼を 置い てきた 。した がって ，誤 字・脱 字や非 難め
い た表現 が特に なけれ ば，書 き直し させず にその まま発 行して きた。
しかし ，本単 元に おいて は，国 語科の 視点 から， 言語の 力を 伸ばす ことに 重点を 置い
て 新聞作 りを行 って いく。 前述の 「３， 単元 の評価 規準」 を念頭 に置 きなが ら，１ 単位
時 間ごと に指導 事項 の重点 化を図 り，伝 えた いこと をより よく言 語化 できる 力を育 成し
て いきた い。
そのた めに， まず 一般紙 や小学 生新聞 など 実物の 新聞を 提示し て， 新聞の 紙面構 成の
特 徴や工 夫に関 心や 問題意 識を持 たせて いく 。特に ，見出 しにし っか りと着 目させ て，
伝 えたい ことを 端的 に効果 的に表 現でき るよ うな言 語感覚 の基礎 を身 に付け させた い。
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本 校の図 書室で は，毎日小 学生新 聞を常 置し ，いつ でも読 める環 境にな ってい る。また ，
本 学級で は，今 月に 入って 朝日小 学生新 聞を モニタ ー購読 してい る。 本単元 では， こう
し た小学 生新聞 を折に 触れて 活用し ていき たい。
また， インタ ーネ ットを 利用し て，全 国各 地の小 学生の 作った 新聞 に目を 触れさ せた
り ，新聞 作りの ヒント を与え たりし て，新 聞を作 る意欲 や技能 を高め させた い。
次に， 新聞作 成の 段階で は，グ ループ ごと に新聞 の名前 を考え ，学 校を紹 介する 新聞
を 作る。 想定す る読 者は， 家庭・ 地域・ 他校 の４年 生であ る。Ｂ ４大 の新聞 用原稿 用紙
に 書き， 印刷し て家 庭に配 布する 。また ，市 民セン ター内 に掲示 し， 地域の 方々に も見
て いただ けるよ うに する。 さらに ，他校 の４ 年生に 読んで もらい ，感 想を書 いて送 って
も らうよ うにす る。（※ 下記参 照）
そうし て，読 み手 を意識 して自 ら工夫 して 新聞作 りに取 り組む こと は，言 語の主 体的
な 使い手 となっ て思 考力や 想像力 ，言語 感覚 を養う ことに つなが るで あろう 。さら に新
聞 作りを 通して ，グ ループ 内や取 材相手 ・読 者等の 他者と コミュ ニケ ーショ ンを深 める
こ とで， 豊かな 心をは ぐくむ ことが できる ものと 考える 。

※【Ｎ Ｉ Ｅ：新 聞交流 カー ド】

◆記入 者氏名

小学校

年

組

小学校

年

組

◆読ん だ 新聞
のタ イ トル

※発 行者
＜感 想＞
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５

指導計 画（１ ３時間 扱い）
次

時

１

１

主

な

学

習

活

動

新 聞の特 徴をつ かむ。

主

な

評

価

規

準

身近 な 新聞 （ 一 般紙 ・ 小学 生 新 聞・ 学 級新
聞等） に興味 を持つ 。

２

見 出しの 工夫を 考える 。

見出 し の役 割 や 重要 性 に気 づ き ，見 出 しの
工夫を 考える 。

３

紙 面の工 夫に気 付く。

割り 付 けや レ タ リン グ ，イ ラ ス ト等 ， 読者
を惹き つける 紙面の 工夫に 気付く 。

２

４

新 聞作り の計画 を立て る。

「新 聞 記者 に な ろう 」 とい う 活 動に 興 味を
持ち、 新聞作 りの意 欲を高 める。

５

取 材計画 を立て る。

グル ー プご と に 話し 合 い， 協 力 して 取 材計
画を立 てる。

６

取 材する 。

相手 や 目的 に 応 じて ， 適切 な 言 葉遣 い で要
領よ く イン タ ビ ュー す る。 ま た ，イ ン タビ
ュー の 相手 が 自 分に 伝 えよ う と して い る事
を要点 を落と さずに メモし ながら 聞き取 る。

７

記 事の下 書きを する。

新聞で 主張し たいこ とが明 確にな るよう に，

・

紙面 構 成や 見 出 しを 工 夫し ， 段 落と 段 落と

８

の続き 方に注 意して 書く。

９

下 書きを 読み合 い，見 直す。

新聞 記 事を 読 み 返し ， よい と こ ろを 見 付け
たり， 間違い などを 正した りする 。

１０ 割 り付け をする 。

グル ー プご と に 編集 会 議を 開 き ，互 い の考
えの 相 違点 や 共 通点 を 考え な が ら， よ りよ
い新聞 作りの ために 進んで 話し合 う。

１１ 記 事を清 書する 。

読み 手 を意 識 し ，既 習 の漢 字 を 使っ て 丁寧

・

に書 く 。ま た ， 句読 点 を適 切 に 打ち ， 段落

１２

の始 め ，会 話 の 部分 な どの 必 要 な箇 所 は行
を改め て書く 。

３

１３ 新 聞を読 み合い ，まとめ をする 。でき あ がっ た 新 聞を 読 み合 い ， 互い の 新聞
のよさ を認め 合う。
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６

本時の 指導

（１ ）ねら い
新聞 の見 出しの 役割や 重要性 に気 づき， 見出し の工夫 につ いて考 えたり 話し合 った
りして ，新聞 作りの 意欲を 高める 。
（２ ）指導 過程
主な 学習活 動
１

教 師の指 導・支 援

教 科書Ｐ .41 を 読み， 前時に 学習し た ・教 科書 にある 新聞 の特徴 を一つ ずつ 確認す
新聞 の特徴 を確認 する。

る 。その 際，見 出しを 斉読さ せる。
・前 時に 使用し た毎 日小学 生新聞 の記 事や，
朝 日小 学生新 聞の 「なる ほど新 聞っ ておも
し ろい！ 」にも 簡単に 触れる 。

２

自 信チェ ックカ ード（事前 ）に 答え ， ・「新 聞の見 出しを 考える 自信は ありま すか 」
本時 の学習 課題を 確認す る。

と いう 質問に 答え るカー ドを配 布し ，記入
さ せた後 すぐに 回収す る。

見出しを考えよう

３

教 師の 提 示 する 新 聞 を見 な がら ， 新 ・校 内Ｌ ＡＮを 使い ，イン ターネ ット のホー
聞 の 割り 付 け の特 徴 や 見出 し の重 要 性

ム ペー ジから ，全 国の小 学生が 作っ た新聞

に気 付く。

を プロ ジェク ター で提示 し，見 出し の工夫
に 気付 かせる 。そ の際， これま で自 分たち

「よい 見出し は？」
・ 短い
・ わかり やすい
・ 記事を 読みた くなる

が 作っ てきた 学級 新聞と 比較さ せ， 問題意
識 を高め させる 。
・一 般紙 や小学 生新 聞を複 数用意 し、 見出し
に 着目さ せる。
・見 出し や写真 ，表 などと 文章部 分の 面積を
比 べ，新聞 の割り 付けの 特徴に 気付か せる 。
・見 出し の活字 の大 きさや レタリ ング に目が
向 きや すいの で， 端的で 簡潔な 見出 しの表
現 の工夫 に気付 かせる 。
・ス ポー ツ欄の 拡大 コピー を用意 し， よくな
い 見出 しの例 を教 師が提 示して 比較 させる
こ とで ，下位 群の 児童に も効果 的な 見出し
に ついて 気付か せたい 。

４

新 聞記 事 に ふさ わ し い見 出 しを 考 え ・見 出しを 空白に した小 学生新 聞のコ ピーを
て話 し合う 。

配 布する 。
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・ま ず個 人に考 えさ せ，次 にグル ープ で話し
合わ せ る 。（小 集 団思 考 ）最 後 にグ ル ープ
で 決めた 見出し を発表 し，全体 で話し 合う 。
・ワ ーク シート を用 意し， 記事の 要旨 を５Ｗ
１ Ｈに 基づい て把 握させ ること によ り，下
位 群の児 童が考 える手 がかり を与え る。
５

見 出し に つ いて わ か った こ とを ま と ・事 前の カード と同 じ内容 のもの を使 い，児
め ， 自信 チ ェ ック カ ー ド（ 事 後） に 答

童 の意識 の変化 を把握 する。

える 。
６

次 時の予 告を聞 く。

・見 出し以 外の工 夫もあ ること を告げ る。

（３ ）評価 基準
Ａ

見出し を工夫 して考 えて， 見出し につい ての意 見を進 んで発 表でき る。

Ｂ

見出し を考え て，グ ループ 内で発 表でき る。

Ｃ

見出し を考え るこ とがで きない 児童に は， ワーク シート により 記事 の要旨 を５Ｗ
１Ｈ に基づ いて把 握させ る。

（４ ）座席 表

～略～
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