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課題発見・解決学習の実態 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ 単元について 

 ○ 本単元は，次期小学校学習指導要領第５学年及び第６学年の内容「Ｃ 読むこと」に基づき設定した。

学習指導要領には，以下のように示されている。 

 

 
  
（１）単元観 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童観                   （３）指導観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）単元の目標（めざす児童の姿） 

 

 

 

 

 

本単元の課題発見・解決学習の冒頭では，５学年で
ならう物語３作品を使って，ビブリオバトルを行うこ
とを知らせ，意欲を高めさせる。また，初発の感想か
ら単におもしろかっただけではなく，この教材がなぜ
どんなふうにおもしろかったのかを交流させていく
ことで，教材文を深く読もうとする態度を育てる。 
書評を書く際は，漠然とした印象のみだけではな

く，情景描写や会話文，心内語，主題についてなどの
読みの視点を意識させて書くように指導する。そのた
めにも，どこに着目して教材文を読むか単元前に話し
合い，各場面で確認をしながら指導していく。教材文
を精読し，友達との対話の中で，教材を多面的に詳細
に分析することを目指す。友達との読みの違いから，
自分の感じた魅力を書評に表現できるように指導す
る。 

本学級の児童は，物語を読んだ後，どのような
気持ちになったのかなど意見を積極的に交流する
ことができるが，なぜそう思ったのか，どの叙述
からそのように感じたのかについて表現すること
が苦手な児童もいる。 
また，読書が好きと答えた児童の割合は 74％で

あった。読書をする際に気を付けていることとし
て，「登場人物を確認すること」や「どんな事件が
起こったのかを把握すること」などが挙げられた。 
大きな出来事や変化などの大まかなあらすじは

読み取ることができるものの，小さな心情の変化
や情景の変化などに気を付けて読み進めることは
まだ不十分である。 

（１）イ 登場人物の相互関係や心情などについて，描写を基に捉えること。 
   エ 人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり，表現の効果を考えたりすること。 
 
 本単元は，描写を捉えて想像しながら文章を読み取ること，優れた叙述について自分の考えをまとめることをねらいとしている。
人物の行動や会話，表情，心内語，情景描写など，人物の心情や相互関係を読み解くために必要な読みの視点を意識させながら読
解を進めていく。 
本教材は，狩人「大造じいさん」とがんの頭領「残雪」の四年にわたる戦いを通して，いまいましく思いながらも「たかが鳥」

と思っていた残雪への見方が「英ゆう」「えらぶつ」と賞賛するまでに変化していく様子を読み取ることができる。大造じいさん
の心情も優れた情景描写などから想像することができ想像を豊かに広げていくことのできる教材である。 
また，本教材が初めて教科書に登載されたのは昭和 26 年で，約半世紀以上もの間学ばれ続けている教材である。なぜこんなに

長く登載されているのかを考えながら，教材文の魅力を積極的に見付けることができるようにしたい。そのためにも，大造じいさ
んの行動を表す描写や大造じいさんの心理を描きだす優れた自然描写に着目させて，想像力や思考力を働かせて読み取らせてい
く。このような大造じいさんの練った作戦の展開の面白さや，優れた叙述表現，主題に関わる箇所などに着目させ，自分なりに教
材の魅力を発見しながら，書評にまとめていくことができるように単元を設定した。 

 
 

 今年度の「基礎・基本」定着状況調査を実施し
た結果，「読むこと」の正答率は73.0%であった。
物語の面白さを感じ取りながら読むことはできる
ものの叙述を基に，登場人物の気持ちを想像しな
がら読み進めることに苦手意識を感じている児童
も多く，分析的に読んだり，根拠付けて読んだり
することに課題がある。 
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単
元
名 

本単元で育成する資質・能力  

 

 

 

思考力・表現力 

「ビブリオバトル! 作品の魅力を伝え合おう」  
５年 「大造じいさんとがん」 

長年登載されている教材としての魅力を感じ，教
材文の良さや，想像をふくらませながら読むことが
できるように指導する。そのために，人物の行動や
会話，表情，心内語，情景描写など，人物の心情や
相互関係などの読みの視点を決定して読み進めてい
くことができるよう掲示をしておく。 
また，叙述を基に自分の考えが説明できるように，

教材に返りながら読み進めていく。 

○ 教材文を通して，比喩や反復などの表現の工夫に気付き，書評を書く際に活用する。  （知識及び技能） 
○ 登場人物の相互関係や心情などについて，描写を基に捉え，人物の行動や会話，心内語，情景の叙述に着
目し，人物の心情の変化や変化の要因を読むことができる。        （思考力，判断力，表現力等） 

○ 興味を持って教材文を読み，友達との交流の中で，人物の心情の変化を捉えようとしている。 
                               （主体的に学習に取り組む態度） 

 



２ 単元の評価規準 

観点 知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

教
科 

教材文を通して，比喩や

反復などの表現の工夫に

気付き，書評を書く際に活

用している。 

登場人物の相互関係や心情などについ

て，描写を基に捉え，人物の行動や会話，

心内語，情景の叙述に着目し，人物の心情

の変化や変化の要因を読んでいる。 

興味を持って教材文を読み，友

達との交流の中で，人物の心情の

変化を捉えている。 

 

３ 本単元において育成しようとする資質・能力とのかかわり 
 本単元では，ビブリオバトルを行い，チャンプ本になるために作品の魅力を伝えられる書評を書くことを目標に
学習を進める。書評を書くために教材文の魅力はどのようなところが挙げられるのか，またどのように表現すると
その魅力がより伝わるのかなどの目的に応じ，伝達の効果を考えて情報を整理・構成し，自分の思いや考えを適切
な言葉でまとめていく思考力・表現力（スキル）を育成することができると考える。 

 

４ 指導計画（全９時間） 

次 学習活動 児童の思考の深まり 評価規準（評価方法） 

０ 

第５学年で扱う物語３作品を読み，自分のおすすめの作品でビブリオバトルを行うことを知り，物語の魅力を
分析的に読み進めていくことが必要であることを知る。 

一 

 
 
長年教科書に登載されている文章であ

るということから，椋鳩十を知り，学習
課題を設定する。  
初発の感想をもつ。      （１） 
感想を基に，何について書評を書くか

確認を行い，読みの視点をもたせ，学習
計画を作成する。        （１） 
 
 

 
 
それぞれの課題や疑問を解

決するためにはどんなことを
学べば良いだろう。 
 
大造じいさんが残雪に対す

る見方が変わっているね。 
 

 

 
 
初発の感想を基に，学習の計画

を立てようとしている。    
【態度】（ノート） 

学習計画を立て，課題や疑問を
解決していくための方法を考えよ
うとしている。           

【態度】（ノート） 
  

二 

 
 
 一場面を読み，大造じいさんの釣り針
の作戦について読み取る。    （１） 
二場面を読み，大造じいさんのたにし

の作戦について読み取る。    （１） 
  
 
 
 これまでの大造じいさんと残雪の関係
についてまとめ，三場面前半の作戦につ
いて読み取る。         （１） 
 
三場面後後半のはやぶさと残雪の死闘

の場面を中心に読み，大造じいさんの心
情の変化や残雪に対する見方の変化を読
み取る。       （本時，６／９） 
 
四場面を読み，これまでと四場面の大

造じいさんを比較し，大造じいさんの言
葉から，残雪に対する大造じいさんの考
えを読み取る。         （１） 

 
 
 大造じいさんは，残雪やがん
のかしこさに，驚いている様子
が分かる。 
 一場面よりも作戦をよく練
っているね。 
 大造じいさんはなぜそこま
で残雪にこだわるのかな。 
 場面を追うごとに，作戦が時
間も手間もかかってきている
ね。それだけ，残雪を手に入れ
たいんだろうね。 
なぜ残雪に対する考え方が

変わったのだろう。 
 「ただの鳥に対しているよう
な気がしませんでした。」とは
どういうことだろう。 
 大造じいさんが残雪に対し
て，「えらぶつ」という言葉を
使っているから，考え方が変わ
ったことが分かる。 

 
一場面を読ませ，大造じいさん

と残雪についての人物設定と釣り
針の作戦の内容について読み取っ
ている。    

【思・判・表】（ノート） 
一場面での大造じいさんの気持

ちと比較させながら，気持ちの変
化を読み取っている。 

【思・判・表】（ノート） 
叙述を基に，大造じいさんの気

持ちの変化に気付き，理由を考え
ている。    

【思・判・表】（ノート） 
情景を表す叙述や行動などか

ら，大造じいさんから残雪への思
いの高まりや転換点を見付けてい
る。  【思・判・表】（ノート） 
大造じいさんと残雪の関係を想

像させ，その関係に対する自分の
考えをまとめている。  

 【思・判・表】（ノート） 

三 

  
 
教材文を用いて，読みの視点を基に，

書評を作成する。        （１） 
 完成した書評を推敲した後，学年で交
流する。             （１） 

  
 
情景描写と大造じいさんの

様子がつながっていて，場面の
様子が分かりやすい。 
この作品は，場面の様子が映

像のように頭に浮かんでくる
のが魅力だね。  

優れた叙述表現や場面ごとにお
もしろかった所をまとめ，評価し
ている。 【思・判・表】（ノート） 
  
教材文を通して，比喩や反復な

どの表現の工夫に気付き，自分の
書評に活用している。 

【知・技】（書評） 

課
外 

 ３学期教材「注文の多い料理店」の読解を行った後，クラス→学年でビブリオバトルを行い，チャンプ本を決

定し，そのチャンプ本を学校全体で５年が学習する物語文の魅力の一つとして紹介する。 

 

情報の収集 整理・分析 

課題の設定 

【本質的な問い】作品の魅力を捉えて，ビブリオバトルでチャンプ本を目指すにはどうすれば良いだろう。 

ふりかえり まとめ・創造・表現  実 行 



５ 本時の展開（６／９） 

（1）本時の目標 

    大造じいさんがなぜ残雪を討たなかったのかの理由を考える活動を通して，大造じいさんの残雪に対

しての心情の変化を読み取ることができる。                    【思・判・表】 

（2）観点別評価規準 

    情景を表す叙述や行動などから，大造じいさんから残雪への思いの高まりや転換点を見付けている。 

【思・判・表】 

（3）学習の展開 

  

学習活動 
指導上の留意点（○）  

配慮を要する児童への支援（◆） 
評価規準（評価方法） 
予想される児童の反応 

１ 前時までの
学習を振り返
る。 

 
 
 
 
 
２ 大造じいさ
んの残雪に対
する変容前と
変容後を比較
する。 

 
 
 
３ 情景描写か
ら大造じいさ
んの心情や場
面の様子を読
み取る。 

 
 
 
 
 
 
４ 大造じいさ
んはなぜ残雪
を討たなかっ
たのか考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ まとめとふ
りかえりを行
う。 

６ 次時の学習
を確認する。 

 
 

○ 大造じいさんが残雪との戦いに執念を燃やしていることを振り
返らせる。 

◆ これまでの残雪に対する大造じいさんの見方を振り返ることが
できるように掲示をしておく。 

○ 今年の作戦は，どのようなものであったか確認を行い，大造じ
いさんの残雪に勝ちたいという執念を感じさせる。 

○ 前時までに出された児童の発言から，情景描写に込められた大
造じいさんの気持ちを考えさせる。 

○ 三場面を音読し，本時学習する箇所の確認を行うことで，本時
の見通しをもたせる。 

○ クライマックスから，大造じいさんの気持ちの変化やそのきっ
かけなどを明確にさせ，残雪に対する見方がこれまでとは違うと
いうことに気付かせる。 

 
 
 
○ 大造じいさんの心情が現れている箇所に線を引かせ，叙述を基
に読み取ることができるようにする。 

◆ これまでの情景描写を参考に見付けることができるように，掲
示をしておく。 

○ 各場面における情景描写を抜き出し，そこから想像できる大造
じいさんの気持ちを考え，ノートに書かせる。 

◆ 気持ちを考える際は，既習の大造じいさんの行動描写を参考に
考えるように指示する。 

○ 残雪に対する大造じいさんの心情が変化したきっかけを読み取
ることができるように，これまでの戦いを基に，残雪に対する考
えが変容した場面を抜き出し掲示しておく。 

○ 大造じいさんの目的や残雪を討ち取りたいという気持ちがある
ということをおさえた上で，なぜ残雪を討ち取らなかったのか考
えさせる。その際，なぜそのように考えたのか，叙述や自分の考
えを明確にしながら説明させる。 

○ 自分だったら残雪を討つかどうかを考えさせ，教材文との対話
を深めさせることで，自分の中での残雪や動物に対する気持ちの
変容を感じ取らせるようにする。 

○ クライマックスから，大造じいさんが残雪に対する見方が変わ
ったことを理解し，なぜこのように変わっていったのか読み取ら
せ，変化のきっかけに着目させる。 

○ 「ただの鳥に対しているような気がしませんでした。」とはどう
いうことなのか読み取らせることで，大造じいさんの変化を自分
の言葉でまとめることができるようにする。 

○ 読み取ったことから，大造じいさんの気持ちについて新たに気
付いたことや，三場面での魅力をノートにまとめ，ビブリオバト
ルで使うための書評に活用できるようにしておく。 

○ 学習計画を参考に，次時では何をすれば良いか確認をして，見
通しをもたせておく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
情景を表す叙述や行動

などから，大造じいさん
から残雪への思いの高ま
りや転換点を見付けてい
る。 
【思・判・表】（ノート） 
 

なぜ大造じいさんは残雪を討たなかったのだろう。 

 

 

 

 

「青くすんだ空」から，余裕も

感じられる。 

「東の空が真っ赤に燃えて」か

ら戦闘態勢の様子を感じる。 

 

ただの鳥だと思っていた

のに，いつのまにかライバ

ルになっていた。 

 

「残雪め」から嫌な気持ちが読

み取れる。 

「冷え冷えするじゅう身」か

らも緊張感が分かるね。 

 
残雪は，命がけで仲間を守って

いるから，大造じいさんは討た

なかったのだろう。 

あかつきの空に光って散りました。」から残雪とハヤブサの死闘の様子が，「すんだ空」からは，残雪が勇敢に

仲間のために戦っている様子が読み取れました。このような必死な残雪の様子を見て，大造じいさんは，「た

だの鳥ではない。」と思い討たなかったのだろうと思いました。たいした知恵をもっていないと，思い込んで

いた残雪への見方が変わった様子や気持ちが分かりました。 
 


