
第１学年 国語科学習指導案第１学年 国語科学習指導案第１学年 国語科学習指導案第１学年 国語科学習指導案

日 時日 時日 時日 時 平成 28年 11月 11日
対 象対 象対 象対 象 1年 7組

男子 17名 女子 15名
授業者授業者授業者授業者 福 島 一 博

単元名単元名単元名単元名
クニマスからのメッセージを社会へ発信しようクニマスからのメッセージを社会へ発信しようクニマスからのメッセージを社会へ発信しようクニマスからのメッセージを社会へ発信しよう

～筆者の考えをとらえて，自分の意見をもつ～～筆者の考えをとらえて，自分の意見をもつ～～筆者の考えをとらえて，自分の意見をもつ～～筆者の考えをとらえて，自分の意見をもつ～
第１学年「Ｃ 読むこと」第１学年「Ｃ 読むこと」第１学年「Ｃ 読むこと」第１学年「Ｃ 読むこと」

１ 単元の目標１ 単元の目標１ 単元の目標１ 単元の目標
（１）「幻の魚は生きていた」を読み，筆者の考えや説明文の内容について自分の考えをもち，話合いや

ゲストティーチャーとの問答を通して，広がった自分の考えを発信しようとする。
（国語への関心・意欲・態度）

（２）「幻の魚は生きていた」から読み取ったことをもとに自分の考えをもち，情報をもとに考えを広げ
ている。 （読むこと）

（３）「幻の魚は生きていた」から読み取ったことを広げるために，ゲストティーチャーへの質問を考え，
問答を通して，必要な情報を得ることができる。 （読むこと）

（４）説明文を読み進める上で，意味の分からない語句について，調べて理解するができる。
（伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項）

２ 単元の評価規準２ 単元の評価規準２ 単元の評価規準２ 単元の評価規準 （ ）は該当する指導事項等の記号

国語への関心・意欲・態度 読む能力 言語についての知識・理解・技能

①「幻の魚は生きていた」を読 ①「幻の魚は生きていた」から読 ①説明文を読み進める上で，意
み，筆者の考えや説明文の内 み取ったことをもとに自分の考 味の分からない語句について，
容について自分の考えをも えをもち，情報をもとに考えを 調べて理解している。
ち，話合いやゲストティーチ 広げている。 （（１）イ（ウ））
ャーとの問答を通して，広が （オ）
った自分の考えを発信しよう
としている。 ②「幻の魚は生きていた」から読

み取ったことを広げるために，
ゲストティーチャーへの質問を
考え，問答を通して，必要な情
報を読み取っている。

（カ）

３ 指導と評価の計画（７時間）３ 指導と評価の計画（７時間）３ 指導と評価の計画（７時間）３ 指導と評価の計画（７時間）

（１）単元の設定（１）単元の設定（１）単元の設定（１）単元の設定

本単元では，第１学年「読むこと」の言語活動例「他 資料や本を読んだり，話を聞いたりして，考え
たことを発信すること。」を通して，「オ 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ，自分のもの
の見方や考え方を広くすること。」，「カ 本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，
目的に応じて必要な情報を読み取ること」及び［伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項］「（１）
イ（ウ）事象や行為などを表す多様な語句について理解を深めるとともに，話や文章の中の語彙について
関心をもつ。」を指導する。



７月の学習アンケートによれば，学級の 91 ％の生徒が「国語が好き・どちらかと言えば好き」と回答
しており，学級の全員が「国語の授業は
分かりやすい・どちらかと言えば分かり
やすい」と回答している（図１）。授業
では，入学当初から４人グループでの学
習活動の場面を設定し，文章から読み取
ったことや，自分で考えたことについて
意見交流したり，話合いによって深めた
りしてきた。学習アンケートの自由記述
からは，４人グループの学習活動につい
て，生徒がグループの中で発表したり，
仲間の意見を聞いたりすることで，自分
の考えを広げたり深めたりできていると
いう実感をもっていることがうかがえる。

生徒は，これまでの説明的文章の学習を通して，構造を考えたり，要旨をまとめたりする力を伸ばして
きた。また，「ちょっと立ち止まって」「シカの『落ち穂拾い』」において図表と文章との関係について学
習し，図表に表れる筆者の意図について考えながら文章を読むことの大切さを十分理解することができた。
一方で，説明的文章の学習で理解した事柄を身の回りの様々な事象に敷衍し，問題意識をもったり，改善
に向けて考えたりする経験は十分ではない。特に実際的・具体的な事柄を想定する力は，改善策を考える
上で大切な力であると考える。従って，本単元において「クニマス」の保護や再生に向けての筆者の考え
をとらえ，そこには実際にどのような課題や不明な点があるかを考えることを通して，読み取ったことを
もとに身の回りの様々な事象について具体的に言葉にする力をさらに伸ばすことができる生徒たちであ
る。

本単元における「幻の魚は生きていた」は，田沢湖における固有種であった「クニマス」が，人為的理
由によって絶滅した一方，田沢湖の漁師の手によって受精卵が移植され，西湖において七十年以上も命を
つないでいたことが述べられている。結論部には筆者の考えが示されており，「環境を守る」「人と生き
物のつながりを維持する」「絶滅が人々の生活や文化に影響する」「環境を元にもどすには多くの時間と
労力が必要」といった，環境問題を考える上での視点を読み取ることができる。生徒がこれらの筆者の考
えをもとに，「クニマス」の保護や人々の思いについて，より具体的な場面について考えていくことがで
きるようになっている。また，「クニマス」には多くの人の思いがこめられており，そうした人々の話を
直接聞くことで，生徒自身が「幻の魚は生きていた」を学習して考えたことを広げたり，深めたりするこ
とが期待できる。

本単元は，「幻の魚は生きていた」から読み取ったことをまとめ，そのときに生じた疑問について資料
を見たり，ゲストティーチャーと問答したりすることを通して，「クニマス」をめぐる様々な事柄に対し
て読み取ったことを広げ，自分の考えをもつことを意図している。読み取ったことをより詳しく知り，自
分の意見をもつことにつなげるために，どのようにして自分の読み取ったことを広げるか，個人で考える
ようにする。その中で，情報を得て考えを広げるために，ゲストティーチャーと問答することを想定し，
そのための質問を考えるようにする。さらに，個人で考えたことを持ち寄って，４人グループでゲストテ
ィーチャーに問答する際の質問（あるいは意見）をできるだけ様々な点から具体的にするよう話し合うよ
うにする。ゲストティーチャーの話を聞き，問答して広がったことをもとに，自分なりの「クニマスから
のメッセージ」をまとめ，地元の新聞に投稿し，発信する。本単元の学習を通して，身の回りの問題につ
いて課題意識をもって様々な人の話を聞いたり，本や資料を読んで自分なりの意見をもつ姿勢を育むこと
が期待できる。また，本単元の学習を通して，物事を見聞きして考えるだけでなく，社会に向けて発信し
ていくことで，自分の意見を実社会に役立てようとする意識を向上させることができるであろう。

（２）本単元の指導と評価の計画（２）本単元の指導と評価の計画（２）本単元の指導と評価の計画（２）本単元の指導と評価の計画
時 学習活動 〔指導上の留意点〕 評価規準・評価方法

教科書で取り上げられた「クニマス」について知り，読み取ったことをも
１ とに自分の考えをもつという課題意識をもつようにする。

○学習の流れを確認する。 ・「幻の魚は生きていた」を読み，
○田沢湖にかつて「クニマス」がいた 内容や筆者の考えを理解するとと ［国語への関心・意
ことを知るとともに，田沢湖の水質 もに，この文章を読んで考えたこ 欲・態度］①
の変化についても確認する。 とを地元の新聞に投稿するという 観察

○学習したことをもとにクニマスにつ 学習の流れを確認する。 発表
いて考えたことを地元紙に投稿する
ことを確認する。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国語の学習は好きだ

国語の学習はよく分かる

図１ 国語についての学習アンケート結果 １年７組

そうだ まあそうだ あまりそうではない そうではない 無回答



自分が読み進める上で，意味の分からない語を調べ，理解する。
［言語についての知

○説明文中の酸性などの言葉について，・読み進める上で意味を厳密に理解 識・理解・技能］①
生物との関わりの点から意味を理解 する必要が高い語句は，その意味 観察
できるようにする。 を辞書で確認するようにする。

２ 序論の二つの問いに対応した答えを本論から見付けてまとめるとともに，
筆者の考えを見付ける。

○序論の二つの問いに対応する本論の ・ワークシートを準備し，序論の問
答えを，必要な文中の言葉を選びな いと本論の答えとの対応関係が分
がらまとめるようにする。 かるようにする。

○筆者の考えを読み取り，要約する。 ・「環境を守る」「人と生き物のつ
ながりを維持する」「絶滅が人々
の生活や文化に影響する」「環境
を元にもどすには多くの時間と労
力が必要」といった言葉に着目で
きるようにする。

３ 「幻の魚は生きていた」から読み取ったことをふまえて意見文を書くため
に，もっと詳しく知りたい点や疑問点をあげる。

○「幻の魚は生きていた」を読んで分 ・個人でまとめることが難しい生徒
かったことや考えたこと，感想を個 には「幻の魚は生きていた」を読
人でまとめる。 んでの感想を書くよう助言する。

○自分の書いた文章を読み返し，読み ・より詳しく知ることで，読み取っ
取ったことをもとに自分の考えをも たことを広げて自分の考えをもつ
つために，もっと詳しく知りたいと ために，ゲストティーチャーへの
思ったことや疑問点をあげ，どうす 質問を考えるようにする。
れば解決できるか考える。 ・「クニマス」に関する仙北市が作

成した資料を準備し，生徒が具体
的な質問を考える際の参考にでき
るようにする。

読み取ったことや考えたことを広げるために，ゲストティーチャーへの質読み取ったことや考えたことを広げるために，ゲストティーチャーへの質読み取ったことや考えたことを広げるために，ゲストティーチャーへの質読み取ったことや考えたことを広げるために，ゲストティーチャーへの質
４ 問を考える。問を考える。問を考える。問を考える。（

本 ○前時までに個人で書いた文章を４人○前時までに個人で書いた文章を４人○前時までに個人で書いた文章を４人○前時までに個人で書いた文章を４人 ・お互いの文章について，もっとよ
時 グループで読み合う。グループで読み合う。グループで読み合う。グループで読み合う。 く知りたい点や分からない点はな）

いか，書き込んだり，お互いに質
問したりする。

○個人で書いた文章をもとに，４人グ○個人で書いた文章をもとに，４人グ○個人で書いた文章をもとに，４人グ○個人で書いた文章をもとに，４人グ ・「幻の魚は生きていた」から読み
ループで，ゲストティーチャーへのループで，ゲストティーチャーへのループで，ゲストティーチャーへのループで，ゲストティーチャーへの 取ったことを広げられるよう，「ク ［読む能力］②
質問や意見について話し合う。質問や意見について話し合う。質問や意見について話し合う。質問や意見について話し合う。 ニマス」に関わる文化や移植，保

護に関する事柄など，自分が書い ワークシート
た文章を具体的にする質問をお互 観察
いに考えるよう促す。

ゲストティーチャーと問答を行い，「幻の魚は生きていた」から読み取っ
５ たことを広げる。

○地元でクニマスについて調べている ・問答によって，読み取ったことや
方をゲストティーチャーとして招き， 考えていたことがどのように広が
その話を聞いたり，前時までに考え ったか，自分が書いた文章に書き
た疑問点をもとに問答したりする。 込みながら確認させる。



６ 広がった考えを投書の形式で書くことで，自分の考えを社会につなげる。

○ゲストティーチャーのと問答を通し ・説明文から読み取ったことをもと
て広がったことをもとに，「幻の魚 に考えたことに加え，他の動植物 ［読む能力］①
は生きていた」を読んで考えたこと について考えを広げたことがあれ
を「クニマスからのメッセージ」と ば書くようにする。 ワークシート
して意見文を書く。 観察

７ 「幻の魚は生きていた」を読んで理解が深まったことや，学習したことを
今後どう生かすことができるかをまとめ，今回の学習について振り返る。

○「幻の魚は生きていた」の学習を通 ・この学習を通して「幻の魚は生き ［読む能力］①
して理解が深まったことや，身の回 ていた」から読み取ったことがど
りの動植物との共生について考える のように広がったか，また，身の ワークシート
際に，どのように学習したことを生 回りの動植物の保護や，それらと 観察
かすことができるかをまとめ，今回 の共生について考える際，どのよ
の学習について振り返る。 うに学習したことを生かすことが

できるかを，記述するようにする。

（３）指定校研究課題・国語科研修主題との関連

＜指定校研究課題＞
「Ｃ読むこと」領域において，課題解決的な言語活動を通して，生徒が主体的に学習に取

り組みながら思考・判断・表現する単元の研究

＜国語科研究主題＞
生徒が主体的に言語活動に取り組みながら，学び合いを通して思考・判断・表現する単元構成の

の工夫

「課題解決的な 県内外でよく見聞きする動植物や環境の問題について，「幻の魚は生きて
言語活動」の視 いた」の筆者の考えから得られた視点をふまえて自分の意見をもち，地域
点の工夫 社会に向けて発信することを課題とする。
「生徒が主体的 生徒が，地元の田沢湖に生息していた「クニマス」に関心をもって「幻の
に取り組む」視 魚は生きていた」を読むように，関連した資料を準備する。また，「クニ
点の工夫 マス」について調べている地元の方をゲストティーチャーとして招き，生

徒が課題意識をもって話を聞いたり，質問したりして考えを広げることが
できるようにする。そのための質問を４人グループで話し合うようにする。

「思考・判断・ 「幻の魚は生きていた」を読んで生徒が読み取ったことや，考えたことを
表現する」視点 まとめ，それらをより広げるために，具体的にもっと知りたいことを考え，
の工夫 ゲストティーチャーに質問できるよう，４人グループで話し合うようにす

る。ゲストティーチャーの話を聞いたり，質問したりすることを通して，
「幻の魚は生きていた」から読み取ったことや考えたことを広げるととも
に，地元の新聞に投稿することを意識して，個人で自分なりの「クニマス
からのメッセージ」をまとめる。

「学び合い」の 「幻の魚は生きていた」の学習を通して生徒が「クニマス」にまつわる事
視点の工夫 柄について様々な疑問をもった上で，４人グループでゲストティーチャー

への質問や意見について話し合うようにする。また，課題意識をもってゲ
ストティーチャーの話を聞き，質問したり，問答を聞いたりして，自分の
考えを広げることができるようにする。



４ 本時の学習４ 本時の学習４ 本時の学習４ 本時の学習
（１）ねらい（１）ねらい（１）ねらい（１）ねらい

「幻の魚は生きていた」から読み取ったことを広げ，自分の考えをもつために，ゲストティーチ
ャーとの問答を意識して，質問を考えることができる。

（２）授業仮説（２）授業仮説（２）授業仮説（２）授業仮説
「幻の魚は生きていた」から読み取ったことを広げ，自分の考えをもつために，ゲストティーチ

ャーとの問答を意識しながら質問を考える学習活動を設定することで，読み取ったことを他の事柄
や実際の場面に敷衍して課題を見付け，解決しようとする姿勢を育むことができるであろう。

（３）学習過程（３）学習過程（３）学習過程（３）学習過程

段階 学 習 活 動 ○指導上の留意点
【評価の観点】（方法）◎つまずきと手立て

１ 「幻の魚は生きていた」を読んで，「クニマ ○読み取ったことや自分の考えを広げるため
導入 ス」について前時まで考えたことをワークシー に，どのようなことを知ればよいか，「幻

トで確認する。 の魚は生きていた」から読み取ったことや
5分 考えたことをワークシートにまとめておく

ようにする。

２ 本時の課題を確認する。

読み取ったことや考えたことを広げるために，どんなことを知ればよいだろうか。

３ 前時までに，「幻の魚は生きていた」を読ん ○「幻の魚は生きていた」を読んで分かった
で分かったことや感想を書いた文章を４人グル こと，感想を書いた文章について，もっと

展開 ープで読み合う。 よく知りたい点や不明な点を書き込むよう
40分 にする。

４ 「クニマス」について活動している人々の思 ○それぞれの文章について，「幻の魚は生き
いを感じ，その思いを自分の文章に役立てるた ていた」から読み取った内容をふまえて，
めに，ゲストティーチャーへ行う質問を４人グ 具体的にした方がよい点，もっと知りたい
ループで意見を出し合いながら考える。 と思った点について，４人グループで意見

を出し合い，どう質問すればよいか考える
ようにする。

○特に，「クニマス」に関わる文化や移植，
保護に関する事柄などは，携わっている人
々の思いや，具体的な事柄が聞けるように
促す。

○「クニマス」に関する仙北市が作成した資
料を準備し，生徒が具体的な質問を考える
際の参考にできるようにする。

○４人グループで出た質問は，それぞれのグ
ループでホワイトボードにまとめるように
する。

◎説明文の文章から，具体的な質問や課題
を考えるのが停滞している生徒には，「ク
ニマス」が田沢湖にいた当時のことにつ
いて，何か質問がもてるように助言する。

【読むこと】〈ワークシート・観察〉
「幻の魚は生きていた」を読んで分かったこ
と，感想を書いた文章について，読み取った
ことを広げるために，もっと詳しくしたい点
や疑問点を明らかにするためのゲストティー
チャーへの質問を，話し合いを通してより具

５ 各グループで話合いの結果出た質問や意見に 体的なものにしている。
ついて，全体の場で報告する。

終末 ６ 本時の振り返りをする。 ○振り返りシートに本時の学習活動について
記入し，次時の課題について確認する。

5分


