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第２学年 国語科学習指導案

１ 単元名 思いを見つめて読もう

題材名 「きつねのおきゃくさま」（物語文）

２ 単元について

（１）教材観

＜学習指導要領から＞

２学年の目標

（３）書かれている事柄の順序や場面の様子などに気付いたり，想像を広げたり

しながら読む能力を身に付けさせるとともに ,楽しんで読書しようとする態
度を育てる。

＜ 内容＞ 【C 読むこと】
指導事項

（１）ゥ場面の様子について，登場人物の行動を中心に想像を広げながら読む

こと。

言語活動例

（２）ォ読んだ本について，好きなところを紹介すること。

＜単元の系統性＞

１年 ２年 思いをうけとめて読もう ３年 思いをそうぞうして読も

『おおきなかぶ』 『ひっこしてきたみさ』 → う

『消しゴムころりん』

↓ ↓

１年 ２年 思いを見つめて読もう ３年 ねがいを受け止めて読も

『けんかした山』 『きつねのおきゃくさま』 → う

『わすれられないおくりもの』

↓ ↓

１年 本のせかいをたのしもう ２年 本のせかいをたのしもう

『うみへのながいたび』 → 『かさこじぞう』

↓ ↓

１年 こころのつながりをよも ２年 心のつながりを読もう

う → アレクサンダとぜんまいねずみ』

『お手がみ』

本題材は，場面や人物の様子を考えながら読み，作品のおもしろさや楽しさを味

わうことをねらいとした文学教材である。

餌という存在でしかなかったひよこたちの「お兄ちゃん」「やさしい」「親切な

お兄ちゃん」「かみさまみたいなお兄ちゃん」という言葉を聞いているうちにき

つねは，そのように演じることに快感を覚えていくようになる。そして，お客様と
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して育てていくうちに，ひよこたちを守るためにおおかみと戦って命を落とす。し

かし，正義の味方のように戦って死ぬにしろ，初めは，自分が食べようとしていた

事実を変えることはできず，その皮肉さを認め恥ずかしそうに笑いながら死んでい

く。そんなきつねをこの作品は明るくユーモラスに描いている。

本題材は読書教材でもある。民話調の語り口やリズミカルな繰り返しの言葉の楽

しさを感じ取らたい。そのために，会話文の役割読みなど様々な音読を取り入れな

がら読む楽しさを味わわせていきたい。また，場面ごとの気持ちの変化を捉えさせ

たり，繰り返し言葉に注目させたりしながら，豊かに場面を想像しながら文章を読

み取っていく力を身につけさせていきたい。

＊「想像する」とは，根拠をもとに自分なりの思いを持つことと考える。

（２）児童観

①児童の実態

②実態調査から

１ きつねと聞いてイメージすることはなんですか。

・意地悪だと思う。 （１０人） ・うそつき （１人）

・怒っていそう （１人） ・いつも目をつりあげていそう（３人）

・すばしっこそう （３人） ・やさしそう （ ８人）

２ おきゃくと聞いてイメージすることはなんですか。

・おきゃくさんは友達 （４人） ・ふつうの人 （４人）

・小さいお店に来る人のこと （２人） ・待ってもいないのに来る人 （１人）

・お金がなさそう（１人）

３ おきゃくさまと聞いてイメージすることはなんですか。

・おきゃくさまは知らない人 （３人） ・高いホテルに来る人 （３人）

・お金持ち（１人） ・すてきなかんじ（１人）

・あったかいかんじ （１人） ・親切なかんじ （１人）

・来て欲しい人（１人） ・大切な人 （２人）

・神様のようなかんじ （１人） ・特別な人 （１人）

・おきゃくさまと言われるとうれしそう（１人）

４ つぎの言葉の意味を書きましょう。（３２人中正解数）

・みぶるい（ ６人） ・ すみか（１４人） ・うっとりする（５人）

・親切 （２３人） ・気ぜつ （８人） ・ゆうかん （６人）

・いさましい（２人） ・ゆう気がりんりんとわく （１３人）

考察

きつねに対するイメージは様々で全く正反対の解答が出てきている。児童の中に

は，やさしそうだけどちょっとずるそうというような相反するイメージを持ってい
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る児童も見受けられた。しかし，本題材においては，優しい動物である「きつね」

がその友達を助けたという話では，きつねの気持ちを理解するには至らないと考え

る。そこで，きつねは悪のイメージを持った孤独な存在であると言うことを押さえ

て学習に入っていきたいと考えている。

また，言葉に関しては，ほとんど理解できていない言葉や，わかっているのがお

よそ半数も満たない言葉が多いことがわかる。日頃児童があまり使うことのない言

葉や何となくわかっていても，説明する言葉を持たないため解答できない場合が考

えられる。どちらにしろ語彙不足は否めない。そこで，言葉に関しても学習の導入

部で丁寧にその意味を扱い，理解の妨げにならないようにしたいと考えている。

（３）支援観

「場面や人物の様子を考えながら読み，作品のおもしろさや楽しさを味わう。」を

達成するために，本題材を通して，次のことを意識して指導していく。

○登場人物の気持ちや様子がわかる文や言葉にサイドラインを引き書き込みをさせ

る。

この作品は二種類の文から成り立っている。一つは地の文，もう一つは会話文で

ある。地の文は語り手の言葉で，会話文は登場人物の言葉である。したがって，誰

が話した言葉なのかを確認して気持ちを考えさせたい。また，地の文を語っている

語り手は中心人物の目と心から語ることが多い。つまり，語り手は地の文できつね

の気持ちをたくさん語っているということにも気づかせていきたい。

○気持ちの変化が視覚的にもわかりやすいように，ハートメーターを用いる。

相手を思いやる気持ちの時は赤色，餌としてみている時のきつねの気持ちを青色

に色分けする。そこから，きつねの気持ちが大きく変わっていく場面について考え

させていく。そして，きつねの死は悲しい結末だが，きつねにとってはどうなのか

も考えさせることで冒頭から結末までの気持ちの変化を振り返らせ，「はずかし

そうにわらってしんだ」時のきつねについて考えさせていきたい。

○内容の把握を十分にできるように音読を取り入れていく。

教師と一緒に読む連れ読みや，会話文の役割読みなど様々な音読を取り入れなが

ら読む楽しさを味わわせていきたい。また，場面ごとの気持ちの変化を捉えさせた

り繰り返し言葉に注目させたりしながら，豊かに場面を想像しながら文章を読み取

っていく力を身につけさせていきたい。

３ 研究会との関連

「確かな言語の力」とは，子どもの実生活（学校生活，家庭生活，地域社会生活）

の中で，生きて働く基礎となる力と捉えている。

学級の児童の様子を見ていると，普段の日常生活の中で語彙不足のために自分

の気持ちを相手にうまく伝えられずに惑っている姿を目にすることが多い。児童

一人一人が語彙を増やし，場や相手に応じて適切に自分の思いを表現できるよう

に言葉に対する感性をはぐくんでいく必要があると考える。本単元では言葉を手

がかりにして，理由や根拠をしっかりと持たせ読みとりをさせていきたいと考え

ている。そのために，きつねの気持ちや様子がわかる文や言葉にサイドラインを

引き書き込みをするという活動に取り組ませる。そして，児童がどのように読み

取ったのかを話し合わせ，キーワードを用いて書かせる活動が，根拠を明確にし

て考える論理的思考力へ繋がり，言語の力が育ち子ども達の生きて働く基礎とな
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るものと考える。

４ 単元の目標と評価規準

単元の目標

場面や人物の様子を考えながら読み，作品のおもしろさや楽しさを味わうこと。

評価規準

◎場面の様子や人物の行動を想像し，登場人物になりきって読む。

●きつねやひよこ達の様子や気持ちがわかる言葉を本文から見つけている。

（ノート・ワークシート）

●きつねやひよこ達の様子や気持ちを考えながら音読している。（発表・音読）

●リズムのおもしろさに気づいて音読しているいる。（発表・音読）

●作品中の繰り返し表現の効果に気づいている。（サイドライン・書き抜き）

５ 指導計画（１３時間）

時 ね ら い 主 な 学 習 活 動

・全文を読み心に残ったことを書い ・題名から内容を想像する。

たり，発表したりすることができ ・範読を聞く。

１ る。 ・登場人物を確かめる。

・心に残ったことをノートに書いたり，

発表したりする。

・全文を音読する。

・一行空きや挿絵から場面分けをさ ・全文を音読する。

せ，簡単なあらすじをまとめるこ ・一行空きを手がかりにして，場面分け

２ とができる。 をする。

・話のあらすじをとらえ，ノートにまと

める。

・場面ごとに音読する。

・きつねやひよこの言動を手がかり ・（一）の場面を音読する。

に「やさしいお兄ちゃん」と言わ ・「みぶるい」「ぼうっと」「つまずいて」

れてぼうっとなったきつねの気持 「やさしく食べさせた」などの言葉を

ちを想像することができる。 手がかりにして，きつねの様子や気持

３ ちを想像し話し合う。

・きつねの様子や気持ちを吹き出しにま

とめる。

・「きつねの心」ハートメーターに色を

塗る。

・きつねやひよこたちの言動を手が ・（二）の場面を音読する。

かりに，うっとりするきつねの気 ・「きつねお兄ちゃんは親切」「うっとり」

持ちを想像することができる。 「ぼうっと」などの言葉を手がかりに

して，きつねの様子や気持ちを想像し

４ 話し合う。

・きつねの様子や気持ちを吹き出しにま

とめる。

・「きつねの心」ハートメーターに色を
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塗る。

・きつねやひよこたちの言動を手が ・（三）の場面を音読する。

かりに，うっとりして気絶しそう ・「かみさまみたい」「うっとり」「気ぜ

になったきつねの気持ちを想像す つしそう」「ぼうっと」などの言葉を

ることができる。 手がかりにして，きつねの様子や気持

ちを想像し話し合う。

５ ・きつねの様子や気持ちを吹き出しにま

・ とめる。

６ ・「きつねの心」ハートメーターに色を

塗る。

・きつねの言動を手がかりに自ら名 ・（四）（五）の場面を音読する。

のりをあげ，おおかみの前にとび ・きつねのとった行動から，きつねの様

出し，ひよこたちを守ろうとした 子や気持ちを想像し話し合う。

きつねの気持ちを想像することが ・きつねの様子や気持ちを吹き出しにま

７ できる。 とめる。

・「きつねの心」ハートメーターに色を

塗る。

・これまでのきつねの気持ちの移り ・（六）の場面を音読する。

８ 変わりを手がかりにして，恥ずか ・これまでのきつねの気持ちの移り変わ

本 しそうに笑って死んだきつねの気 りを確認し，死に至るまでの様子や気

時 持ちを想像することができる。 持ちを想像し話し合う。

・死んでしまう前のきつねの気持ちを想

像し，「ごめん」「幸せ」というキーワ

ードを使って吹き出しにまとめる。

・ひよこたちの行動を手がかりにし ・（七）の場面を音読する。

て，きつねのお墓を作ったひよこ ・ひよこたちの様子や気持ちを想像し話

９ たちの気持ちを想像することがで し合う。

きる。 ・ひよこたちの様子や気持ちを吹き出し

にまとめる。

・全文を読み，好きな場面を見つけ， ・全文を音読する。

11 絵と文で紹介することができる。 ・好きな場面や心に残った場面を見つけ

12 る。

13 ・一番気に入った場面について，絵や文

で書く。

・発表会をし，紹介し合う。

６ 本時の指導 （９／１３）

（１）ねらい

これまでのきつねの気持ちの移り変わりを手がかりにして，恥ずかしそうに笑っ

て死んだきつねの気持ちを想像することができる。

（２）学習過程

段階 学習活動 （○主発問 ・児童の反応） ◎支援 ※評価
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１ 前時の復習

導 ○（四），（五）の場面できつねはどうしま ◎振り返られない児童には，ワ

入 したか。 ークシートや掲示物を使って前

５ ・おおかみとたたかいました。 時を想起させる。

分 ２ 学習範囲の確認

○（六）の場面を音読しましょう。

３ 学習課題の確認

○（六）の場面のきつねはどうしましたか。

・死んでしまいました。

・恥ずかしそうに笑って死にました。 ◎きつねの気持ちを考えていく

ことをおさえる。

はずかしそうにわらってしんだきつねの気もちを考えましょう。

４ 調べる

展 ○きつねが死んだのはいつですか。 ◎「そのばん」とはいつのこと

・そのばんです。 か考えさせる。

・おおかみと戦った日の夜です。 ◎「四」「五」の場面でのきつ

ねの様子を想起させる。

開

○きつねはなぜおおかみと戦ったのですか。 ◎前時のきつねの様子を想起さ

30 ・ひよこたちをまもるためです。 せる。

分 ・なかまをたすけるためです。

○きつねの体はどうなっていると思います

か。

・傷だらけです。

・動くことも出来ないと思います。

・とっても苦しいと思います。

○それなのになぜ，きつねははずかしそう

に笑ったのでしょう。自分の考えを書き ◎前時までの掲示物を参考にさ

ましょう。 せる。

（ワークシート）

５ 確かめる

○はずかしそうにわらったきつねについて，

自分の考えたことをもとに話し合う。 ◎「何が恥ずかしかったのか」

・ひよこたちを守ることが出来たから。 「なぜ笑ったのか」丁寧にお

・ひよこたちと暮らすことが出来て幸せだ さえていく。

ったから。

・ひよこたちを守れたけれど最後まで守る

ことが出来なかったから。 ◎「にやりとわらった」場面の

・最初は餌としか見ていなかったことがは きつねと比較させながら思考

ずかしかった。 させる。

◎きつねの気持ちの変化をハー

○きつねは死ぬ時にどんなことをひよこたち トメーターで確かめていく。
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に言いたかったと思いますか。きつねの言

葉で書きましょう。

終

末 本当のことを言うと，おれはおまえたちを食べようと思っていたずるい

きつねだったんだ。ごめんな。でも，みんなといっしょに家ぞくみたい

10 にくらすことができてとてもしあわせだったよ。ありがとう。

分

※叙述を根拠にしながら，キ

ーワード「ごめん」「幸せ」

を使ってきつねの言葉で吹

き出しに書くことが出来た

○書いたことをきつねになって発表しましょ か。

う。

（３）評価

叙述を根拠にしながら，キーワード「ごめん」「幸せ」を使ってきつねの言葉

で吹き出しに書くことが出来たか。


