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第 ６ 学 年 国 語 科 学 習 指 導 記 録
６年３組教室

１ 単元名 「優れた表現を味わいながら絵巻物を作ろう」ー『川とノリオ』ー

２ 単元について
（１）単元の概要

本単元では，次の指導事項を指導するものとする。

【第５学年及び第６学年】
［「Ｃ読むこと」の指導事項］
（１）エ 登場人物の相互関係や心情，場面についての描写をとらえ，優れた叙述について自分の考

えをまとめること。
オ 本や文章を読んで考えたことを発表し合い，自分の考えを広げたり深めたりすること。
カ 目的に応じて，複数の本や文章などを選んで比べて読むこと。

［伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項］
（１）イ（カ） 語感，言葉の使い方に対する感覚などについて関心をもつこと。

（ケ） 比喩や反復などの表現の工夫に気付くこと。

本単元では，「優れた表現を味わいながら絵巻物を作る」という言語活動を設定した。この言語活動を
設定することで，時系列にそって，登場人物の心情の変化を捉えることができる。また，対比などの多
様な表現の工夫に気付き，自分の考えを深め，表現することができると考える。絵巻物には，学習の流
れに沿って，あらすじ（二百字以内），関係相関図，表現方法をまとめる。そして，表現から感じたこと
を絵や吹き出しを使って表し，それと対応させて登場人物の気持ちも書いていく。児童は『川とノリオ』
を学習材として第二次で「関係相関図」や「解釈」「対比」「表現技法」などの読みの方法（国語のたか
らもの）を活用し，さまざまな視点から作品を読み深めていく。第三次では，絵巻物を完成させ，祖父
や祖母などの家族に自分の考えを伝え，最終的な考えをまとめる。
本単元の学習材となる『川とノリオ』は，戦争教材でありながらも，暗く怖いイメージとは反対の美

しい表現が多く使われているという特徴がある。題名にもある「川」が単なる自然描写ではなく，人々
の暮らしとともにあることを示す，象徴的な表現が多く含まれている。また，戦争にかかわる事柄が暗
示的に描かれているという特徴がある。比喩，色彩，体言止め，擬人法，擬声語，擬態語，繰り返し，
倒置法，対句などの優れた表現技法が効果的に取り入れられている。
上のような学習材の特徴を生かして，第二次では，絵巻物作りを通して，児童に学習材の優れた表現

を味わい，優れた叙述について自分の考えを広げ，深める力をつけさせたい。そのために，絵巻物を作
る際に，毎回友達との交流を行う。始めに書くものは，それぞれの児童が身に付けている「読み方に関
する知識・技能」によって様々な表現になると考える。絵巻物をただ一人で作るのではなく，自分の考
えを表現した上で，友達と伝え合うことで変容が生まれ，児童が自分の考えの広がりに気付くことがで
きると考える。
児童の意欲を喚起し，目的をもった学習活動にするため，第一次では，実際に戦争，ヒロシマでの被

爆を体験した方を語り部として招き，講話を聴く時間を設けた。『川とノリオ』では，登場人物である「ノ
リオ」の母親がヒロシマの原爆によって亡くなる。戦争とはかけ離れた生活をしている児童にとっては，
戦争という時代に生きた人々の思いを直接感じることで，戦争についての知識を得るとともに，『川とノ
リオ』の内容についても理解が深まると考える。そして，多様な表現を味わい，表面的な理解にとどま
らず，美しい表現に隠された意図を読み深めていけるようにしたい。

（２）単元の観点別目標
関心・意欲・態度：興味をもって物語を読み，表現の優れたところを進んで見つけ，友達との伝え合

いを通して作品を読み味わおうとしている。
読 む こ と：文章を根拠として，登場人物の心情や場面の様子について読むことができる。
伝統的な言語文化と：文章表現の美しさを感じたり，比喩や反復などの表現の工夫に気付くことができ
国語の特質に関する事項 る。

（３）単元の評価規準

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

・優れた表現を進んで探 ・登場人物の心情や場面についての ・表現の美しさを感じ，比喩や反
し，作品を読み深めよう 描写をとらえ，優れた叙述につい 復などの表現の工夫に気付いて
としている。 て自分の考えをまとめている。 いる。 イ（カ）（ケ）

・絵巻物が相手に伝わるよ （エ）
うに意識しながら書いた ・読んで考えたことを発表し合い，
り，伝え合ったりしてい 自分の考えを広げたり深めたりし
る。 ている。 （オ）（カ）

（４）児童の実態と指導上の留意点



6年-国2

【３組】 在籍33名
本学級の児童は，第５学年では，『大造じいさんとがん』で，中心人物の「山場」での心情の変化や情

景描写について学習し，「お気に入りの情景描写」や「筆者から受け取ったメッセージ」などをショーウ
ィンドウに表した。『雪わたり』では，リズミカルな表現や独特な比喩表現に触れ，音読をして物語のお
もしろさを感じた。学習材の『川とノリオ』では，暗示的な表現が多いため，登場人物の気持ちや出来
事を想像することが難しくなり，より文章の細部にまで着目して読むことが必要とされる。登場人物の
気持ちに迫るとともに，表現からどんな感じがするか，文章中の根拠をもとにして考えられるようにし
たい。また，様々な戦争に関する作品に触れることで，読書への関心を高めたい。読書が好きであって
も，一定のジャンルにしか興味がない児童もいる。戦後七十年を過ぎ戦争を体験している人も減ってき
ており，直接戦争のことを耳にする機会も少ないだろう。社会科の学習とも関連させながら戦争につい
て考え，作品の魅力にも気付かせていきたい。

３ 研究仮説との関わり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，２１世紀を
生き抜く力を育てることができる。

① 教師の目標（ねらい）と児童の目的（めあて）を明確に設定する。
本単元において，教師の目標（ねらい）は，児童が暗示的な表現をもとに学習材のよさを味わい，

登場人物の心情を捉えること，優れた叙述について自分の考えを広げたり，深めたりすることである。
児童の目的（めあて）は，絵巻物を作って，祖父や祖母などの家族に発表することである。登場人物
の心情をとらえることができるように，対比などに着目させ，文章全体から考えられるようにする。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，２１世紀を生き抜く力を育てることができる。

④ 考えを広げたり深めたりできるような交流を授業の中に設定する。
⑤ 交流による自分の考えの変容を，表現するような場を設定する。

絵巻物作りで，表現から感じたことや登場人物の気持ちを考えていく際，三人組で交流する活動を
取り入れる。交流を通して自分では気付かなかったことを発見し，新たな考えを構築することができ
ると考える。また，友達の考えを聞くことで，様々な見方から物語のおもしろさに気付くことができ
ると考える。さらに，自分の考えの変容が分かるように，交流の後にも考えを書き，発表する時間を
設ける。その際，友達の意見を踏まえて考えを書いたり，発表したりできるように助言していきたい。
交流を通して，自分なりの絵巻物を作り上げたい。

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，２１世紀を生き抜く力を育てることがで
きる。

⑥ 教師による見本などを，具体例として提示し，単元の見通しをもたせる。
⑦ 誰に読んでほしいのか，聞いてほしいのか相手意識を明確にする。

単元の最初に，別の学習材で絵巻物の見本を作り，児童に見せる。時系列にそって，登場人物の心
情の変化を捉えることができるという絵巻物の特性も感じられるように提示する。単元の最後に，作
成した絵巻物を祖父や祖母などの家族に見せるというゴールを設定した。見せる相手を，戦争に近い
時代を生きている祖父母などに設定することで，絵巻物を見せたい，戦争についてもっと知りたいな
ど，学習に対する意欲が高まると考える。

４ 指導計画（全10時間扱い）

次 時 学習のねらい 児童の学習内容と評価

１ ・単元全体の見通しを ・教師見本の絵巻物を見て，書き方を知る。
第 もつことができる。 評 戦争に関する本を進んで手に取り，絵巻物を作るというめあて

をもつことができる。 （関）

一 ２ ・『川とノリオ』を読 ・本文を通読し，心に残ったことや惹かれた表現，疑問に思ったこ
んだ感想を共有し， とを伝え合う。
自分の考えを広げた

次 り深めたりすること 評 物語を読んだ感想を友達と伝え合い，友達の感想と比べながら，
ができる。 自分の考えを広げたり深めたりすることができる。 （関）

３ ・戦争を体験した方の ・被爆体験者の講話を聞いて，戦争という時代について知る。
話を聞き，戦争に関 ・被爆体験者の講話を聞いた感想を述べる。
する学習材を読み深
めるというめあてを 評 戦争の時代について興味をもち，講話を聞いて感じたことや考
もつ。 えたことを進んで発表することができる。 （関）

４ ・物語を関係相関図に ・場面ごとの川の様子と登場人物の様子を関係相関図にまとめる。
まとめることができ ・プロローグとエピローグから変わらない「川」の存在について読
る。 み取る。
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評 場面構成を把握し，関係相関図にまとめることができる。（読）
第

５ ・「早春」を読み，叙 ・色彩，体言止め，擬人法，倒置法などの表現技法について知る。
述を基に絵巻物にま ・情景描写から登場人物のどのような様子を表しているか読み取る。

二 とめることができ ・友達と考えを交流する。
る。 評 文章を根拠として，登場人物の心情を捉え，自分の考えを絵巻

物にまとめることができる。 （読）
次

６ ・「また早春」を読み， ・場面を対比的に読み，幸せなノリオの姿を読み取る。
対比に着目し，絵巻 ・友達と考えを交流する。
物にまとめることが 評 文章を根拠として，登場人物の心情を捉え，自分の考えを絵巻
できる。 物にまとめることができる。 （読）

○７ ・「八月六日」を読み， ・比喩表現に着目してノリオの置かれた状況の変化を読み取る。
押 ノリオの置かれた状 ・友達と考えを交流する。
井 況の変化を読み取
学 り，絵巻物にまとめ 評 文章を根拠として，登場人物の心情の変化を捉え，自分の考え
級 ることができる。 を絵巻物にまとめることができる。 （読）

８ ・「おぼんの夜（八月 ・場面を対比的に読み，ノリオとじいちゃんの暮らしの変化から，
十五日）」「また秋」 心情を読み取る。
「冬」を読み，大切 ・友達と考えを交流する。
な人を失ったノリオ
の心情について絵巻
物にまとめることが 評 文章を根拠として，登場人物の心情の変化を捉え，自分の考え
できる。 を絵巻物にまとめることができる。 （読）

９ ・「また、八月の六日 ・少し成長したノリオが「母ちゃん帰れよう」と言ったときの心情
が来る」から物語の を読み取る。
終末までを読み，「母 ・友達と考えを交流する。
ちゃん帰れよう」と
言ったノリオの心情
について絵巻物にま
とめることができ 評 文章を根拠として，登場人物の心情を捉え，自分の考えを絵巻
る。 物にまとめることができる。 （読）

10 ・ノリオにとっての ・文章全体から，変わったものと変わらないものという視点で，ノ
「川」とはどのよう リオにとっての「川」とは何かを考える。
なものなのか絵巻物 ・友達と考えを交流する。
にまとめることがで 評 文章全体を大きく捉え，「川」の存在について絵巻物にまとめる
きる。 ことができる。 （読）

第 課 ・家族，親戚などに絵 ・完成した絵巻物を祖父や祖母などの家族に発表する。
外 巻物を見せて，自分 ・自分なりの解釈を伝え，祖父や祖母などの家族に考えを書いても

三 なりの解釈を伝え， らい，さらに考えを深める。
意見をもらう。 評 学習材を通して考えたことを祖父や祖母などの家族に発表し，

次 自分の考えを広げたり深めたりすることができる。 （読）

５ 本時の指導（７／10） ６年３組教室
（１）目 標
・優れた表現をもとに，母ちゃんが帰って来なくなったノリオの心情を読み取ることができる。

（２）仮説との関わり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，２１世紀を
生き抜く力を育てることができる。

① 教師の目標（ねらい）と児童の目的（めあて）を明確に設定する。
本時において，教師の目標（ねらい）は，児童が暗示的な表現をもとに登場人物の心情をとらえ，

優れた叙述について自分の考えを広げたり，深めたりすることである。児童の目的（めあて）は，登
場人物の気持ちを想像し，絵や吹き出しなどを用いて絵巻物に表現することである。登場人物の心情
をとらえることができるように，対比などに着目させ，文章全体から考えられるようにする。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，２１世紀を生き抜く力を育てることができる。

④ 考えを広げ深めたりできるような交流を授業の中に設定する。
⑤ 交流による自分の考えの変容を，表現するような場を設定する。
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絵巻物作りで，表現から感じたことや登場人物の気持ちを考えていく際，三人組で交流する活動を
取り入れる。交流を通して自分では気付かなかったことを発見し，新たな考えを構築することができ
ると考える。また，友達の考えを聞くことで，様々な見方から物語のおもしろさに気付くことができ
ると考える。さらに，自分の考えの変容が分かるように，交流の後にも考えを書き，発表する時間を
設ける。その際，友達の意見を踏まえて考えを書いたり，発表したりできるように助言していきたい。
交流を通して，自分なりの絵巻物を作り上げたい。

（３）展 開 ◎印は，仮説との関わり
評（評価） 手（手立て）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時配
（）は実際に

実 際 の 児 童 の 様 子 かかった時間

１ 前時の学習を振り返る。 ◎ 絵巻物の１ページを作ることを確認 １
した。 （７）

・「八月六日」とは何があった日なのかを
確認した。

・先に，３番の本時めあてを確認した。
・「また早春」の場面で母ちゃんがいたこ
ろに遊んでいた，幸せな神様だったこ
ろと対比して考えさせるようにした。

「八月六日」とは
…ヒロシマに原爆が落ちた日

「ノリオは何をしている場面か」
…川で遊んでいる

２ 優れた表現を探しながら読み，印をつ ・優れた表現を見つけて線を引くように 10
けるとともに，表現から感じたことや登 助言した。その際，どんな表現技法が （17）
場人物の気持ちを冊子に書き込む。 使われているか分かるように簡単な印

＜色の表現＞ をつけるようにした。
黒いゴムぐつ まっさらの麦わら帽子 ・表現技法についてまとめたものを掲示
黒いパンツ 赤や青の輪 黒いきれ し，探すヒントとなるようにした。

＜音や様子を表す表現＞ ・「また早春」の場面と比較して表現技法
たぶたぶ ぷかぷか ジャブジャブ の違いに気付くように助言した。
ザアザア ぴしゃり ぐるぐる 「また早春」：ぷっかり，ぷっかぷっか，

＜擬人法＞ かっぷりこ
川はたぶたぶ流していった。 （はねている感じ）
川はぷかぷか流していった。 「八月六日」：ぷかぷか，たぶたぶ

＜体言止め＞ （にぶい感じ）
母ちゃんのあの手。 「また早春」：母ちゃんとの「追いかけ

＜繰り返し＞ っこ」幸せな２歳の神様
黒いゴムぐつは帰ってこない。麦わら帽 「八月六日」：母ちゃんは来ない
子も帰ってこない。 「また早春」：ひやっと冷たい三月の水
母ちゃんのあの手…あったかいあの手… 「八月六日」：生ぬるい水

＜比喩＞ ・すべて見つけられるように促した。
ねむたく，暗いような ・表現は登場人物の気持ちを暗示してい

＜対比＞ ることをおさえた。
黒いゴムぐつを大変な思いをしてかえて ・見つけた表現技法を全体で確認した。
きた母ちゃんと，幸せな神様のように遊 その際に，色に着目させたかったため，
ぶノリオ。 色の表現については特に焦点を当てた。
暗いような目の前とまぶしい川。 ・迷った箇所は，隣の友達と相談しても

よいと助言した。
・書くことが思いつかない場合は，前時
までに線を引いた箇所と比べたり，絵
巻物を見たりするように助言した。

３ 本時のめあてを確認する。 ・「１ 前時の学習を振り返る。」の次に， ２
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本時のめあてを確認した。 （０）
ノリオはどんな気持ちで母ちゃんを
待っていたのだろうか。

４ ３人組で伝え合う。 ◎ 自分の考えとの相違点を見つけなが ７
ら伝え合い，根拠を明確にして話し合 （８）
った。

５ 全体で伝え合う。 ◎ ３人組で出た考えと比べながら，発 ５
表を聞いたり，根拠を明確にして発表 （11）
したりした。

・「黒」
…これから何か悪いことがありそう。

・「赤や青の輪がぐるぐるする」
赤…血，燃えている，炎（戦争）
青…悲しみ，涙
赤と青…お母さんを思い出している。

教科書の挿絵から
ぐるぐるする…夢を見ている。

現実とは違う。
・「黒いパンツは行ったっきり」
お母さんが帰ってこないことを意味
しているのではないか。

・「また早春」と比較すると川が語りか
けていない。

・「あの手」
…お母さんを思い出している。

６ 考えたことを絵巻物にまとめる。 ◎ ３人組や全体で話し合ったことをも 20
とに，絵巻物にまとめた。 （２）

・当日は時間があまりとれなかったため，
次時に絵巻物にまとめた。

・一日中待っていたノリオの気持ちを考
えて，絵巻物にまとめるように助言し
た。

・絵巻物にまとめるときは，根拠を明ら
かにしてかくように助言した。

評 優れた表現をもとに，母ちゃんが帰
ってこなくなったノリオの心情を読み
取ることができる。 （絵巻物）（読）

手 幅広く想像するために，表現で使っ
ている言葉を明確にするのではなく，
どんな感じがするかを書くように助言
した。

６ 本単元の成果（○）と課題（●）

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，２１世紀を
生き抜く力を育てることができる。

① 教師の目標（ねらい）と児童の目的（めあて）を明確に設定する。
○児童は，絵巻物を作って，祖父や祖母などの家族に発表するという目的をもって学習に取り組むこと
ができた。また，国語のたからものを用いることで，教師のねらいとしていた，優れた叙述を見つけ
出し，そこから自分の考えを広げたり深めたりすることもできた。表現技法を探すことで，作品のよ
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さや，筆者の巧みな書き方に気付いている児童もいた。
●表現技法を見つけることはできても，表現から想像をふくらませて，登場人物の心情を考えることが
難しい児童もいた。前の場面と比較させたり，友達の考えを見せたりするなどの手立てをとったが，
自分の考えにして絵巻物に表現することは難しかった。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，２１世紀を生き抜く力を育てることができる。

④ 考えを広げたり深めたりできるような交流を授業の中に設定する。
⑤ 交流による自分の考えの変容を，表現するような場を設定する。
○三人組で交流する活動を毎時間取り入れた。学習を重ねるごとに活発な交流が行われ，とても効果的
な学びとなった。自分の考えを話して終わりではなく，友達と双方に交流が行われていた。また，交
流で出た疑問を解決しようと，学習材を何回も読み，議論している姿が見られた。それから，本時で
扱っている場面だけでなく，学習材全体から読み取って議論している児童も多かった。絵巻物にも交
流の成果が現れていた。

●児童はいろいろな場面から叙述を読み取り，考えようとしているのに，教師が場面読みの考えから抜
け出せないところもあった。枠にとらわれすぎず，もっと自由に考えさせることが大切だと分かった。
また，グループから全体に話し合いを広げた際に，教師を介して意見を述べることが多かった。全体
でも，児童が主体となって交流ができるように手立てを講じることが必要だった。それから，全体で
の発表やグループでの交流は活発に行われていても，それが絵巻物に反映されていない児童も多かっ
た。話していることを書いて表現するということはもう一段階レベルアップするということをやって
みて実感した。絵を描かなければいけないという意識も，言葉の表現にブレーキをかけてしまった原
因でもあると感じた。

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，２１世紀を生き抜く力を育てることがで
きる。

⑥ 教師による見本などを，具体例として提示し，単元の見通しをもたせる。
⑦ 誰に読んでほしいのか，聞いてほしいのか相手意識を明確にする。
○単元の最初に，実際に戦争，ヒロシマでの被爆を体験した方を語り部として招き，講話を聴く時間を
設けたり，戦争のパネルを見せたりしてイメージをもたせた。やはり，実際の体験は心に残ったよう
で，授業の交流の中でも，語り部さんの名前が出てきたり，今までに得た知識から考えを話すことも
できた。

●絵巻物作りでは，絵にこだわりすぎて，肝心の心情や表現があまり書けていない児童もいた。最初に
提示した教師見本も絵が多かったので，川を基本として，言葉を書き，絵は表現の手段として用いる
イメージでいた方がよかった。また，絵巻物自体が少し長すぎて，後半は完成させるのに精一杯にな
ってしまった。先にも書いたように，絵にこだわるのではなく，本文（言葉）にこだわって作らせる
こと，そして，冊子に考えを書くのではなく，一気に絵巻物に書いてしまった方が緊張感もあってよ
かった。

場面ごとに絵と言
葉（吹き出し）を
用いて絵巻物づく
りを行った。

場面読みに入る前
に，関係相関図に
まとめて，物語の
全体を捉えた。

単元の終末には，
家族に絵巻物を見
せながら説明し，
一言メッセージを
もらうようにした


