
第１学年 国語科学習指導案

みんなで乗り物図鑑を作ろう１ 単元名

教 材「じどう車くらべ （光村図書１年下）」

２ 単元目標（◎は重点目標）

○ いろいろな乗り物について情報を得るために，乗り物の仕組みを説明した本や文章を選んで読

。 （ ）もうとする 国語への関心・意欲・態度

◎ 乗り物について情報を得るために，乗り物の仕組みなどがなぜそうなっているかを文章から見

。 （ ）付けながら読むことができる 読む能力

○ 乗り物の仕組みなどについて説明した文や文章を，題名や目次，図や写真などに着目して選ん

。 （ ）で読むことができる 読む能力

○ 主語と述語との関係に注意しながら文と文章を読むことができる。

（ ）言語について知識・理解・技能

３ 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

・いろいろな乗り物につい ・乗り物について情報を得るために，乗 ・主語と述語との関係

て情報を得るために，乗 り物の仕組みなどがなぜそうなってい に注意して文や文章

り物の仕組みを説明した るのかを文章から見付けながら読んで を読んでいる。

。 〈 （ ）〉本や文章を選んで読もう いる 〈イ〉(発言・ワークシート・ イ カ

（ ）としている。 乗り物カード） ワークシート

（発言・行動観察・読書カ ・乗り物の仕組みなどについて説明した

ード） 本や文章を，題名や目次，図や写真な

どに着目して選んで読んでいる。

〈 〉（ ）カ ワークシート・乗り物カード

）４ 指導計画 （８単位時間

， 。 （ ）第一次 いろいろな乗り物に関心をもち 学習計画を立てる ２単位時間

（課外）乗り物についての本や文章を読む。

第１時 どんな乗り物があるか話し合う。

第２時 「みんなで乗り物図鑑を作る」というめあてをつかみ，学習計画を立てる。

「 」 ， 「 」 「 」 。（ ）第二次 じどう車くらべ を読み 乗り物の しごと と つくり をまとめる ３単位時間

第１・２時 ３種類の車の「しごと」と「つくり」を確かめる。

第３時 はしご車の「しごと」と「つくり」について調べ，乗り物カードにまとめる （本時）。

第三次 自分の選んだ乗り物の乗り物カードを作る。 （２単位時間）

（課外）乗り物についての本や文章を読み，みんなに紹介したい乗り物について調べる。

（第一次から並行読書）

第１・２時 自分の選んだ乗り物について，乗り物カードにまとめる。

第四次 乗り物図鑑を作り，学習を振り返る。 （１単位時間）

第１時 選んだ乗り物を紹介し合い，学習を振り返る。



５ 指導の立場

（１）児童の実態について

（２）単元について

本単元で学習する教材「じどう車くらべ」は，教材「みいつけた （１年上）と同様「問い＋」

答え＋答え＋答え」という列挙型の構成になっている説明的な文章である 「どんな仕事をする。

のか ，そのために「どんなつくりになっているのか」という具合に問いが二つあるため，二つ」

の事柄の因果関係を挿絵とともに分かりやすく説明する形をとっている。また，バスや乗用車ト

ラック・クレーン車を比べながら読み取ってきた児童が，ほかの自動車について調べて書くこと

とも呼びかける内容になっている。自動車は身近なもので，児童が興味・関心のもてるものの一

つである。そこで，自分が選んだ乗り物について乗り物カードを作り「みんなで乗り物図鑑を作

ろう」というめあてに対して，児童は，意欲をもって取り組むことができると考える。

本単元では，いろいろな乗り物の仕組みがなぜそうなっているのかを見付け出す楽しさや，乗

り物カードを交換して読み合い，新しいことを知る喜びも味わうこともできる。教材で学習して

文章を書くことや説明的な文章に多く接し読書の範囲を広げることは，繰り返し経験させたい言

語活動である。計画的に積み重ねることによって，実際に使える力として獲得させていくように

したい。

本単元の学習の後，教材「どうぶつの赤ちゃん （１年下）で「二つの問い＋答え＋答え」の」

構成の文章を読み，その中でさらに，二つの答えを対比して読むという学習に発展していく。

（３）研究主題との関連について

「 」本校の研究主題 確かで豊かな読みや表現ができる子どもの育成～言語活動の工夫を通して～

の具体化に向け，本単元では，指導事項「読むこと （１）イ 時間的な順序や事柄の順序など

を考えながら内容の大体を読むこと 「 １）カ 楽しんだり知識を得たりするために，本や文。」（

章を選んで読むこと 」を受けて，言語活動例の「ウ 事物の仕組みなどについて説明した本や。

文章を読むこと 」を取り上げ，以下のように取り組む。。

○ 第一次では，今まで見たり乗ったりしたことのある自動車や乗り物を紹介し合う。乗り物に

は，いろんな種類があることに気付き，興味をもった乗り物について「調べたい 「紹介し。」

たい 」という意欲がもてるようにする。そして，調べたことをまとめて「みんなで乗り物図。

鑑を作ろう」と投げかけ，目的意識をもって学習に取り組むことができるようにする。教室に

乗り物の本コーナーを作っておき，いつでも活用できるようにする。

○ 第二次は，教材「いろいろなじどう車」を読み，挿絵や文章から，乗り物の仕組みがなぜそ

。 「 」 ，「 」うなっているのかをつかむ学習である 自動車の しごと については前の段落に つくり

については後ろの段落に書いてあることに気付き，それらが，関係していることを読み取るこ

略



とができるようにする。その際，３種類の自動車の「しごと」と「つくり」が視覚的にも比べ

ることができるようにする。

次に，はしご車のカード作りを全員でする。集めた本や挿絵などからはしご車について気が

付いたことをみんなで発表し合い「しごと」と「つくり」を見付ける。そして，教材や教師の

作成した乗り物カードを参考に，はしご車のカードを仕上げることができるようにする。

○ 第三次は，紹介したい乗り物の「しごと」と「つくり」をカードにまとめる学習である。そ

れぞれの乗り物が，なぜそうなっているのかということを意識しながら，取り組むことができ

るようにする。前時に学習したはしご車のカード作りを生かして自主的に取り組めるようにし

。 ， ， 。たい 個人差があるので 個に応じて必要な支援をし 自分のペースで進められるようにする

参考にする本によっては 「しごと」と「つくり」に分けて書かれていないものもあるので，，

自分の知っていることや経験を書くなど自分の表現を取り入れたい児童にはそれも認め，楽し

く活動ができるようにしたい。

○ 第四次では，作った乗り物カードをグループや全体で紹介し合って感想を交流し合い，互い

のよさを認め合うことで学習の深まりと達成感を得ることができるようにする。児童が作った

乗り物カードは集めて綴じ，目次と題名を考えて１冊の手作り図鑑にする。１年生のみんなで

作った乗り物図鑑は，学校図書館などに置いて他学年にも紹介できるようにする。

６ 単元の構想（全８時間）

児童の活動 ○教師の支援 ◇個への支援 ●評価
○ 知っている自動車や調べたい乗 ○乗り物の本コーナーに，絵本や図鑑を準備しておく。

り物を紹介し合う。 ○今まで見たり乗ったりしたことのある自動車や絵本や第
図鑑などで知っている乗り物について話し合わせる。

○興味のある乗り物については，図鑑・挿絵や写真を参
考にして紹介ができるようにする。一

◇乗り物の名前がなかなか出てこない児童には，道路で
走っている自動車や工事で使われている車を思い出さ
せて，乗り物について学習することを意識付ける。次

●いろいろな乗り物について情報を得るために，乗り物
の仕組みを説明した本や文章を読もうとしている。

（ ）≪国語への関心・意欲・態度≫ 発言・行動観察

○「みんなで図鑑を作ろう」という ○児童が実際に作る乗り物図鑑の見本を用意しておく。
課題を設定し，学習の見通しをも ○「くちばしクイズ」や「ちいさないきものみいつけた
つ。 クイズ」の学習を思い出させ，乗り物図鑑作りをどの

ように進めていくか，学習の見通しがもてるようにす
る。

◇とまどっている児童には，教師が作った乗り物カード
を参考に 「これならできそうだ 」という自信をもっ， 。
て取り組むことができるようにする。

●いろいろな乗り物について情報を得るために，乗り物
の仕組みを説明した本や文章を読もうとしている。

≪国語への関心･意欲・態度≫（発言・行動観察）
○「じどう車くらべ」を読み，乗り ○みんなで乗り物図鑑を作るために，どんな乗り物カー

物の「しごと」と「つくり」をま ドを作ったらよいか教材で学習することを伝える。第
とめる。 ○片仮名で書く言葉の練習をしておく。
・ しごと」と「つくり」につい ○「どんなしごとをしていますか 「どんなつくりにな「 。」

て説明した文に赤と青のシール っていますか 」の二つの問いの文があることを確認二 。
を貼って区別し関係を確かめる できるようにする。。

○「くちばし」や「みいつけた」で経験した「問い」と
「答え」の関係に気付き，答えの文を見付けることが次
できるようにする。

○「しごと」の文には，赤のシール・ つくり」の文に「
は，青のシールを付けて区別できるようにする。

○「どんなしごとをしていますか 」の問いに対応して。
答えの文は 「○○○は，○○○しています 」と主語， 。
と述語が明確に表現されている文だということを確認
できるようにする （赤シール）。

○「どんなつくりになっていますか 」の問いに対して。
は 「～あります 「～います 」という状態を説明す， 。」 。
るような文末表現がされていることに気付くことがで
きるようにする （青シール）。

◇文章だけでは，読み取れない児童には，挿絵を見て考



えればよいことを助言する。
， 。●主語と述語の関係に注意して 文や文章を読んでいる

（ ）≪言語についての知識・理解・技能≫ 発言・色シール
○「しごと」の文の後には 「そのために」という言葉，

があることに気付かせ，自動車は 「それぞれの仕事，
に合ったつくり」になっていることを読み取ることが
できるようにする。

○３種類の自動車の「しごと」と「つくり」を表にまと
めて，比べることができるようにする。

●３種類の自動車の仕組みがなぜそうなっているのかを
文章から見付ながら読んでいる。

（ ）≪読む能力≫ 発言・ワークシート
○ はしご車の「しごと」と「つく ○はしご車に関する本や図鑑・教科書 の挿絵などをP25

り」を調べ，乗り物カードにまと をもとに，児童にさまざまな発見をさせ，情報を発表
める 本時 できるようにする。。 （ ）

○児童の発言を板書し，前時と同じように「しごと」に
・はしご車について調べる。 関する情報には赤 「つくり」に関する情報には青で，

色分けし，関係に気付くことができるようにする。
○どちらか分からないものもあることに気付かせ，はし

ご車のカードを作るのに必要なことかどうかを考える
ことができるようにする。

・はしご車のカードを作る。 ○発表したことの中から，自分はどの事柄を選んで，は
。しご車の説明をするか決めることができるようにする

◇乗り物カードができそうにない児童には，シールの色
に着目して 「しごと」と「つくり」の関係がつかめ，
るようにする。

●はしご車の仕組みが，なぜそうなっているのかを文章
などから見付けながら読んでいる。

≪読む能力≫（はしご車の乗り物カード）
○ 自分が選んだ乗り物のカードを ○自分の乗り物のカードを作るために乗り物の本コーナ

作る。 ーから選ぶことができるようにする。第
○興味があれば，自動車以外の乗り物でもよいことや早

。くできたらカードを増やしてもよいことを伝えておく
○前時までに学習したことを参考に 「しごと」と「つ三 ，

くり」について読んで分かったことをカードに書くこ
とができるようにする。

◇なかなか選べない児童には，一緒に本をめくったり，次
どんな乗り物が好きか話したりしながら決めることが
できるようにする。

◇カードがなかなか書けない児童へは 「しごと」と「つ，
くり」について読んで分かったことを書き込めるよう
にワークシートを準備しておく。

○乗り物カードには，挿絵等を添えることができるよう
にする。

， 。●主語と述語の関係に注意して 文や文章を読んでいる
（ ）≪言語に関する知識・理解・技能≫ 乗り物カード

●乗り物の仕組みなどについて説明した本や文章を，題
， 。名や目次 図や写真などに着目して選んで読んでいる

（ ）≪読む能力≫ 乗り物カード
○ 乗り物図鑑を作り，学習を振り ○できあがった乗り物カードを紹介し，感想を発表し合

返る。 うことができるようにする。第
◇感想がなかなか言えない児童には，初めて知ったこと

いいなと思ったこと・自分と同じだなということなど
の観点を示し，充実した交流になるようにする。四

○乗り物のカードを集めて図鑑を作り，みんなで名前を
付けるようにする。

○もっと詳しく知りたいことやさらに興味をもったこと次
などについて，本を探したり調べたりできるようにす
る。

●いろいろな乗り物について情報を得るために，乗り物
の仕組みを説明した文や文章を選んで読もうとしてい

。 （ ）る ≪関心・意欲・態度≫ 行動観察・読書カード



７ 本時の活動 （第二次の第３時）

はしご車の仕組みが，なぜそうなっているのかを文章などから見付けながら読むこと目 標
ができる。

学 習 活 動 支 援 と 評 価
１ 前時の学習を振り返り，本時の ○前時までの３種類の自動車の「しごと」と「つくり」を

めあてを設定する。 振り返ることができるようにする。
◇３種類の自動車についてまとめたものを掲示して，参考

にできるようにする。
， 「 」 「 」○教科書Ｐ を音読し はしご車の しごと と つくり27

について考えることを確認する。
はしご車の「しごと」と「つくり」を考えて乗り物カードを作ろう。

２ はしご車の「しごと」と「つく ○「はしご車は，かじのときにはたらくじどう車です 」。
り」について話し合う。 の文の後に 「どんなしごとをしていますか 」の問いが， 。

あることに気付かせ，どんな仕事をするのかを話し合う
＜しごと＞ ことができるようにする。
・たかいところにいって火をけす ○できるだけ多くのはしご車の図鑑や写真・絵を用意して。
・たかいところの人をたすける。 おき，それらを見ながらはしご車について気付いたこと

を話し合うことができるようにする。
＜つくり＞ ○「はしごが付いているから高いところの火を消したり，
・ながいはしごがある。 高いところの人を助けることができる 」など根拠のあ。
・かごがついている。 る発言は称揚し，仕事と作りが関連し合っていることに
・タイヤのほかにもあしがついて 気付くことができるようにする。
いる。 ◇はしご車の仕事とは関係のない「つくり」も否定ぜず認

めるようにする。
◇意見が出にくいようであれば，図鑑や絵本などのはしご

車のページを見せ，どんな自動車なのか，何がついてい
るかなどを一緒に見付けるようにする。

○はしご車の仕組みがなぜそうなっているのかの関係がつ
かめるように「しごと」と「つくり」を赤と青に色分け
し，確認しながら整理する。

◇はしご車の特徴が確認できにくい児童には，タイヤが四
つあるなどは，多くの自動車に当てはまることをに気付
かせ，はしご車の「しごと」と関連した「つくり」を選
ぶことができるようにする。

◇とまどっている児童には 「しごと」と「つくり」を「そ，
のために」でつないで話すことができるように声をかけ
る。

３ はしご車の乗り物カードを作り ○これまでに学習した自動車の説明や救急車の例を参考に，
紹介し合う。 はしご車の「しごと」と「つくり」を乗り物カード（ワ

ークシート）にまとめることができるようにする。
◇まとめ方にとまどっている児童には 「はしご車は ・， ，

・・・のしごとをしています 「そのために ・・・が。」 ，
ついています 」等の文型を活用するように助言する。。

○グループで紹介し合い，どんな「しごと」をするのに，
どんな「つくり」になっているのかが表現されているか
どうかを聞き合うことができるようにする。

４ 本時のまとめをする。 ○児童の作ったカードの中から，参考になるものを紹介し
て，はしご車の「しごと」と「つくり」について必要な
ことが書かれているかどうかを確認できるようにする。

＜例文＞
「はしご車は，火事の時に，高い所の火をけす仕事をし

ています。そのために，長いはしごがついています。
丈夫な足もついています 」。

●はしご車の仕組みが，なぜそうなっているのかを文章か
ら見付けながら読んでいる。

（ ）≪読む能力≫ 乗り物カード
５ 次時の学習を知る。 ○次は自分の選んだ乗り物について乗り物カードを作るこ

とを伝え，次時へ意欲をつなぐようにする。


