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１ 単元について 

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

 

 

 

 

 

 

学力調査などに関する実態 
 
 
 
 
 
 
 
課題発見・解決学習の実態 

 今年度の全国学力テストでは，「読むこと」の正答率は
Ａ問題で92.5%，Ｂ問題で71.7％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。 

本学級は，読書好きな児童とそうではない児童にはっきりと
二分されている。先日行った読書に関する意識調査でも，「読書
が好きか」という問いに対して，61.5％の児童が肯定的な回答
を示している。時間を見付けては進んで読書に励む児童がいる
一方で，朝読書の時間においてもなかなか読書を始めようとし
ない児童の姿も目立っていた。しかし，１学期の後半からは，
そのような児童の数もかなり減ってきている。読む本の内容に
ついては「モモ」のような文学的文章を読破している児童もい
れば，歴史漫画や図鑑などのカラー刷りの図解された文章を好
む児童もいる。 

〇 大事な言葉や表現の工夫などに気付き，物語が強く語りかけてきたことを考える手掛かりにすることができる。 
（知識及び技能）

〇 物語の山場で起きる人物の心情の変化を読み取り，物語が自分に も強く語りかけてきたことを考えながら読むことができる。

〇 物語が自分に も強く語りかけてきたことを文章にまとめることができる。 
〇 物語が自分に も強く語りかけてきたことを友達と出し合い，自分の考えを広げたり深めたりすることができる。 

（思考力・判断力・表現力等）

〇 物語が自分に も強く語りかけてきたことをまとめ，考えを伝え合うことに意欲的に取り組もうとすることができる。 
（主体的に学習に取り組む態度）

ばめんごとに読もう「お手紙」 

紙芝居を作ろう 

国語 第６学年 尾道市立土堂小学校 指導者 亀本 拓朗 

   
 
 
 

本教材「海の命」は，父を亡くした主人公太一が，迷い，葛藤しながらも自分を取り巻く人物の考え方や生き方に学び，自己の

生き方を確立していく姿が描かれている物語である。 

この作品には，「千びきに一ぴき」「海に帰る」「おとう，ここにおられたのですか。また会いに来ますから。」「大魚はこの

海の命だと思えた。」など日常生活ではあまり使わない不思議な表現がたくさん使われている。その一つひとつの意味を読み取っ

ていくことによって，人物同士の相互関係や登場人物の生き方，作者のものの見方・考え方を捉えることができる。しかし，不思

議な表現の数々を目の当たりにした子供たちは，不思議な作品の魅力にひかれながらも，分かるようで分からない太一の心情や父

と大魚と「海の命」の関係などに戸惑うと思われる。戸惑うということは，読み手の数だけ児童の考えが多様に出てくるというこ

ととも捉えることができる。この意見の分かれを生かし，例えば，物語の全体像の捉えについての意見を出し合い，他者の視点で

作品を読み直してみる，といったような展開を仕組むことも考えられる。この場合，視点によって物語の見え方がまるで違ってく

るという読書体験をさせることができ，児童が自分の考えの広がりを実感することにもつながると考えられる。 

また，作品には，作者の「つながる命」「支え合う命」という命についての見方・考え方が反映されている。児童は，６学年１

学期の理科「生物どうしのつながり」においては，食物連鎖について学習をした。児童の読みの広がりによって，作者のものの見

方・考え方と理科の学習内容とを関連付けた単元展開も可能となる。児童が作品世界とその外の世界を関連付けて自分の考えをま

とめることで，児童自身の生き方についての考え方を深めることもできる。 

（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。 
  オ 文章を読んで理解したことに基づいて，自分の考えをまとめること。 

単
元
名 

本単元で育成する資質・能力 主体性・積極性 思考力・表現力 

正解のない問いに挑む～何と何を関連付ければ，課題を達成できるかな～ 

６年「海のいのち」 

  本単元を指導するに当たり，主な留意点は以下の２つである。 

 １つ目は，単元導入の工夫である。導入場面においては，立松和平さんのイ

ンタビューを用いる。インタビュー内で立松さんは「なぜ，太一はクエを殺さ

なかったのか」という問いの答えは読者に委ねている旨の発言をしている。こ

の問いは，多くの児童がもつものであり，ある意味「 大の謎」である。その

謎の答えが決まっていないとなると，自分で納得する答えを見つけるしかない。

まさに納得解の問いである。納得解を導き出すためには，根拠をもとに考えを

形成したり，他者の考えを生かしたりしなければならない，問いの質を生かす

ことで，児童の読みの意欲を喚起したり，友達と意見交流をする必要性を感じ

させたりすることができると考える。 

２つ目は，対話的活動の工夫である。本単元では，友達の視点で教材文を何

度も読み直す活動を繰り返し行う。別の視点で読むことで，作品世界がまるで

違ってくるという経験をさせることで，文学作品への興味を高め，読書活動の

活発化をねらう。そのために，児童はできるだけ多くの考えに出合う必要があ

る。対話活動においては，児童が自分の考えを広げたり，教材文の解釈を深め

たりするために，ペア・グループ活動を毎時間取り入れる。年間の見通しから

考えた際に，２学期は，児童がペア・グループ活動を通し自分自身の変容を感

じたり友達との関係性を深めたりする時期である。全員がそのようになること

は難しいが，変容を感じる児童と感じない児童が混在している中で，後者の児

童ではなく，前者の児童を取り上げることで，そのよさがじわじわと水が染み

こむように学級全体に広がっていくよう意図する。 
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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 

評
価
規
準 

○ 物語を読んで捉えた物語の全体像を捉

えるために，本文の叙述を手がかりにし

ている。 

○ 物語の中で使われている表現の工夫に

気付き，中心人物・太一の迷いや葛藤な

どの心情を考える手がかりにしている。 

○ 中心人物・太一が結局クエを倒さなか

った理由を，太一と父，太一と与吉じい

さ，太一と母という人物同士の関係と関

連付けながら読み取っている。 

○ 本文の叙述を手がかりにして，物語

を読んで捉えた物語の全体像を，書く

ことができている。 

○ 他者との対話によって得た情報と自

分の考えを関連付け，より具体的な表

現や，より抽象的・概念的な表現を用

いて，文章を書き直している。 

〇 答えのない問いに取り組むという活

動の意図を捉え，物語の全体像をまと

め，考えを伝え合うことに意欲的に取

り組もうとしている。 

○ 中心人物・太一がクエを倒さなかっ

た理由についての考えを広げるため

に，話合いにおいて，対話する相手を

次々と替えながら，できるだけ多様な

意見を聞こうとしている。 

○ 他者との対話によって得た情報を生

かし，自分の考えを書き直そうとして

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，単元前半に物語の全体像を読み取り，それを基にして対話的活動を重ねていく。活動の中では，

意見の違う立場の人と話し合って自分の意見を広げていくことや，意見の同じ立場の人と話し合って自分の意

見を深めていくことを経験していく。活動をしている 中には，「自分の考えと共通点はあるのかな。相違点は

あるのかな。」という視点で考えるという判断を多く重ねていくことになる。また，自分の考えを伝える際の根

拠となる叙述を吟味し，より論理的な（具体的で分かりやすい）表現を構成し伝えていく活動も重ねていく。

さらに，自分の考えをよりよいものにするためには，出来るだけ多くの友達から意見を集めることが必要にな

る。これらのことから，本単元では主体性・積極性と思考力・表現力を育成するのに適していると考える。 

 

４ 指導計画（全10時間） 

次 学習活動 児童の思考の深まり 評価規準（評価方法） 

 
一 

 

 

全文通読し，問い作りをする。 

作った問いを出し合い，全体課題と部分課題を

決め，単元の計画を立てる。      （２） 

 

 

 

 

 どのような物語なのだろうか。 

 え？お父さんが死んでしまうの？ 

え？クエを倒さないの？お父さんの敵

ではないの？ 

他の物語の話の進み方と違うところが

あるし，よく分からない言葉があるな。

答えのない問いに取り組むという活動の意

図を捉え，物語の全体像をまとめ，考えを伝

え合うことに意欲的に取り組もうとしてい

る。 

【態度】（行動観察・ノート）

 

二 

 

 立てた単元計画の問いに沿って，対話的な学び

を繰り返し行い，自分の考えを広げたり深めたり

する。          （６，本時８/１０） 

  

太一が憧れたお父さんは，どんな人だ

ったのかな？太一は，お父さんのことがか

っこよかったんだろうなあ。 

「海のめぐみ」とは，何かな？ 

与吉じいさを無理矢理弟子にするのだ

から，太一はよっぽどクエを倒したいのだ

ろうな。 

与吉じいさは，大切なことはしっかり

教えてくれているなあ。「千びきに一ぴき

でいい」のは，なぜだろうか。 

お母さんもクエとの対決の前後では，

まるで様子が違うぞ。ここも関係がありそ

うだな。 

太一がクエを倒さなかったのは，お父

さんや与吉じいさの教えが分かったから

だろうな。 

 物語を読んで捉えた物語の全体像を捉える

ために，本文の叙述を手がかりにしている。

【知・技】（行動観察・ノート）

 物語の中で使われている表現の工夫に気付

き，中心人物・太一の迷いや葛藤などの心情

を考える手がかりにしている。 

【知・技】（行動観察・ノート）

中心人物・太一が結局クエを倒さなかった

理由を，太一と父，太一と与吉じいさ，太一

と母という人物同士の関係と関連付けながら

読み取っている。 

【思・判・表】（行動観察・ノート）

 本文の叙述を手がかりにして，物語を読ん

で捉えた物語の全体像を捉え，書くことがで

きている。 

【思・判・表】（行動観察・ノート）

【本質的な問い】     何と何を関連付ければ，課題を達成できるかな。

課題の設定 

情報の収集 
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三 

 

単元の学びを自分なりの方法でまとめる。（１） 

友達と学びを紹介し合い，感想を伝え合う。 

（１） 

 

 なんだか，海と人間にも関わりがあっ

て，つながっていることを感じるなあ。

 なるほど，友達はそのようなことを学ん

だのか。 

 他者との対話によって得た情報と自分の考

えを関連付け，より具体的な表現や，より抽

象的・概念的な表現を用いて，文章を書き直

している。 

【思・判・表】（行動観察・ノート）

５ 本時の展開〔８/10〕 
（１）本時の目標 
   人物と人物の関係を手がかりに，人物の心情を考えながら読むことができる。 
（２）観点別評価規準 
   叙述を手がかりにして，太一が誰のどのような考え方や思いを基に，クエを殺さないと判断したのか，

根拠を示して書くことができている。                                                【思・判・表】 
（３）学習の展開 ・  

学習活動 
指導上の留意点（〇） 

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 本時のめあ
てを確認する。 

  
 
 
２ 自分の考え
を書く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 同じ立場の
人と話し合う。 

 
 
 
４ 違う立場の
人と話し合う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 考えをまと
め，活動を振り
返る。 

〇 前置きを少なく，すぐに問題を提示する。 
 
 
 
 
〇 自分の考えを叙述を引用して書くように伝える。 
◆ 書くことが難しい児童には，「自分の考えをズバリと書きなさい。」
などと声かけし，意見は短くてもよいことを伝える。 

〇 書けた児童からノートを教師まで持たせて，確認する。肯定的な声
かけをするように留意する。 

【想定される児童の読みの立場】 
・ 太一と父との関係から考える児童 
 (例) 太一は，クエを殺すことで父を超えるという気持ちを優先する

のではなく，「海のいのち」を生かす方を選んだ。 
・ 太一と与吉じいさとの関係から考える児童 
 (例) 太一は，クエを殺すことで父を超えるという気持ちを優先する

のではなく，「千びきに一ぴきでいい」という与吉じいさの教え
を守ることで，海のバランスを保とうとした。 

・  
 (例) クエと対峙した時に，「わたしはおそろしくて夜もねむれない」

という母の言葉が頭をよぎった。 
 
〇 意見の根拠となっている叙述をリストアップさせるために，考えの
近い児童同士で話し合わせる。 

〇 意見の広がりを意図するために，次々と話し相手を替えている児童
を誉めて価値付ける。 

 
〇 視点を変えて考えさせるために，違う立場の人と話し合わせる。 
【想定される児童の読みの変化】 
・ 太一と父との関係もしくは太一と与吉じいさの関係から考えていた

児童が，父と与吉じいさの教えの共通点に気付く。 
 (例) クエを対峙することで，父の「海のめぐみ」，与吉じいさの「千

びきに一ぴきでいい」という教えに共通する「生かし生かされて 
いる命」という考えを太一が理解した。 

・ 太一と父との関係もしくは太一と与吉じいさの関係のみから考えて
いた児童が，母の太一への思いにも気付き，考えを付け加える。 

 (例) 太一は，父や与吉じいさの教えのことがよく分かったが，それ
だけではなく，母の太一を心配する気持ちのこともあって，クエを倒
さなかった。 

 
〇 再度，自分の考えを書かせる。意見が変わらない場合も，変わる場
合も理由を書かせることで，児童の変容を評価する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 叙述を手がかり
にして，太一が誰の
どのような考え方
や思いを基に，クエ
を殺さないと判断
したのか，根拠を示
して書くことがで
きている。【思・判・
表】（発言，行動観
察，ノート） 

  

太一がクエを殺さなかったのは，なぜか。 

太一は，与吉じいさ

の「千匹に一匹でいい

んだ。」という意味が

分かったのだと思い

ます。理由は，クエの

姿から他の漁師達が

海の命を生かしてき

たことが分かったと

思うからです。 

うーん，なぜかな。

お母さんの気持ち

もあるだろう。 

確かに，お母さんの

気持ちも感じていた

のかもしれないね。 

太一は，おとうにつ

ぶやいている。だか

ら，おとうの考えがよ

く分かったというこ

とではないかな。 

誰の教えが頭をよ

ぎったのかな。 

これまでに読み取

ってきたことを活か

そう。 

まとめ・創造・表現 整理・分析 


