
第５学年 国語科学習指導案 
                                                                   

１ 単元 世界にほこれる学校にしよう 

－折尾西小学校をよりよい学校にするための提案書を書こう－ 

【教材名】「明日をつくるわたしたち」 【文種】提案文 

         

２ 単元設定の理由 

○  児童の興味・関心の実態  

  本学級の児童は，委員会活動や学校行事などを通して高学年として学校のため

に働くことの大切さや喜びを感じ始めている。１学期に自分達が所属している委

員会の活動について活動報告書を書き，２学期に向けてこれまでの反省を生かし

て，さらに責任をもって活動に取り組みたいと自分たちの考えや思いをまとめる

ことができた。２学期の総合的な学習の時間では，折尾西小学校をもっとよりよ

い学校にできないかと，自分たちの身の回りの課題や解決策，新しい取組につい

て調べている。学校の役に立つ，喜んでもらえる活動を行いたいという気持ちが

膨らんできている。  

○  児童の能力の実態  

「書くこと」については，第４学年までに，調査報告書や説明文，新聞，リーフ

レットなど様々な文種・形式について学習している。目的に応じて分かりやすく伝

えるために，書きたいことの中心を明確にして必要な材料を選択することや，記述

する力が身に付いてきている。第５学年では，７月単元「委員会の活動報告書を書

こう」において，目的や意図に応じて，自分の行った活動の内容や方法，活動の成

果や課題などの必要な情報を収集し，それらを整理して組立て，表現の効果を工夫

して書くことを学んだ。自分の考えが伝わるように，情報を整理して構成を考える

力を身に付けてきている。  

しかしながら，記述に一貫性がなかったり，自分の伝えたいことを優先して読み

手に伝わりにくい表現を用いたりするなど，文章全体の構成の効果や表現の効果を

考えて書く力は，まだ不十分である。また，調べたことは具体的に書けるが，自分

の感想や意見は抽象的で短くしか書けないところがあり，目的や意図に応じて簡単

に書いたり詳しく書いたりすることには課題が残っている。  

○  単元・教材の価値  

  本単元は，第５・６学年言語活動例イ「自分の課題について調べ，意見を記述

した文章や活動を報告した文章などを書いたり，編集したりすること」を具体化

している。学校をよりよくするためのアイデアを考えて話し合い，それを分かり

やすく提案しようという言語活動を設定する。この活動を通して，必要な情報を

集め，読み手が納得できるような効果的な提案文（明確な根拠を基に，実現性の

ある内容を効果的に表した文章）を書くことができるようにすることをねらいと

する。また，事実と意見の区別，簡潔な結論，詳細な解決策など，目的に応じて

書き分ける力を養うことにも適していると考える。  

  学校のサブリーダーとして，６年生に頼り切りになるのではなく，自分たちの

手で折尾西小学校をもっと盛り上げたり，よりよい学校・学級に変えていこうと

したりする意欲を高め，自分たちの活動や学校生活を振り返り，よりよい学校生

活を送ることができるような新しい取組を提案することは，高学年としての自覚

を高める上で，非常に意義深いことだと考える。  

 

 
 
 

    

【学習課題】折尾西小学校がよりよい学校になるように、今ある問題を解決するための提案書

を書こう。 



３ 単元の目標  

国語への  

関心・意欲・態度  

◯  問題について調べ，解決のための提案書を書くということに関心

をもち，問題に関する情報を集めたり，自分の考えをまとめたりし

ようとする。 

書く能力  

 

○  提案書の内容に応じた情報を収集し，構成や記述に役

立つよう整理して書くことができる。   （ア）（イ） 

◎  事実と感想，意見を区別して，目的や意図に応じて提

案書を書くことができる。           （ウ） 

言語についての  

知識・理解・技能  

◯  語感，言葉の使い方などに対する感覚などについて関

心をもつことができる。   

 

４ 研究の着眼  

 

≪着眼１≫文種に応じて，重点化する内容の書く活動を位置づけた学習展開の工夫 

本単元で取り扱う文種は，提案文である。本単元では提案文を「明確な根拠を基に，実現

性のある内容を効果的に表した文章」とする。本単元の「書く」指導で重点化する表現過程は，

「記述」である。そこで、下記の「書く活動」を設定する。 

【記述の段階】 

説得力がある提案書にするためのポイントを知りたいという思いを引き出すことができる

ように，学習の初めに自分の力のみで提案書を書く活動を行う。一次表現とサンプル文を比

較することで，自身の課題を明確にしたり，書き方のポイントを見つけたりしながら学習を

進めていく。本時では，児童たちの課題を一次表現の提案書から見つけておき，その課題が

ある不十分なサンプル文を用意しておく。サンプル文の不十分な箇所を訂正する学習を行い，

より分かりやすい提案内容にしたり，効果的な表現について考えを深めたりすることで，よ

りよい記述の観点を見つけるようにする。その後，見つけた観点（①文末表現が事実と感想，

意見で異なっており，適した表現を使っている。②つなぎ言葉を使用し，文章に一貫性があ

る。）に沿って自分の一次表現を見直し，加筆修正を行いながら下書きをする。 

≪着眼２≫自分の考えを深める，「吟味する活動」の設定 

  提案書の構成や表現の効果に対する見方・考え方を深めることが自分の考えを深めることに

なると考える。そこで，この見方・考え方を深めることができるように，下記の「吟味する活

動」を設定する 

① 漠然とした自分の考えを明確にするために視点を見つける活動を行う。 

  漠然とした提案書の構成や表現の効果に対する見方・考え方を明確にし，読み手が納得で

きるような効果的な提案文を書くことができるように，サンプル文をもとにより伝わりやす

くなる文章の書き方（事実と考えの用い方）や項目内での一貫性，効果的な表現を調べたり，

説得力のある書き方について話し合ったりする活動を行う。 

＜(1)サンプル文(2)話し合う活動(3)全体＞ 

②③ 見つけた視点で考え（文章や構成など）を見直し，自分の考えを付加・修正した

り，再構築したりする活動を行う。 

  話し合いの中で見つけた視点で，一次表現で書いた提案書や構成メモを見直し，文章の訂

正を行う。それらをもとに，自分が今回書き直したい項目やポイントを決め，下書きを書く

活動を行う。必要であればグループでアドバイスし合う時間を設定する。 

＜(1)構成メモ，下書き用紙(2)書く活動(3)個人＞ 

 



５ 単元の指導計画（総時数 １１時間）  

     学 習 活 動 指導上の留意点 評価規準（評価方法） 

１ 自分たちの調べた身の回りの問

題点や，学校をよりよくするアイデ

アを伝えるためにふさわしい活動

を考え，学習の見通しをもつ。 ② 

(1) 学習課題を決める。           

＜学習課題＞ 

身の回りの問題点とそれを解決

するアイデアを伝えるために，説

得力のある提案書を書こう。 

 (2) 提案書を書き，自分の課題を

見つける中で学習計画を立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ グループで決めた提案について

必要な情報を集め，整理する。 ②     

(1) 計画に沿って必要な情報を収

集する。 

 

 

 

 

(2) 集めた情報をもとに，大まか

な内容を決め，整理する。 

 

 

 

 

 

３ 提案書の構成をもとに，構成メモ

を作成する。         ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 総合的な学習の時間と関連付け，

児童自身が身の回りの問題点につ

いて調べることで，調べたことを伝

えたい，学校をよりよくしたいとい

う思いを引き出すようにする。 

○ 提案書のサンプル文集を渡し，次

時で参考にするために，目を通して

おくように伝える。 

 

○ 課題に気付くことができるよう

に，児童の書きたいという気持ちを

もとに一度提案書を簡単に書く時

間を設ける。 

○ 自分たちで学習計画を考えるこ

とができるように，提案書の構成

や，既習の書く活動での学習計画を

振り返る活動を行う。 

○ 学習計画の中で，自分の課題がど

こで解決できそうかを見通せるよ

うにする。 

 

○ 多様な情報を収集するために，教

師や他の学年にインタビューやア

ンケートを実施する。その際，必要

に応じて，インターネットを活用

し，他校のホームページから参考と

なる解決策を見つける活動を取り

入れる。 

 

○ 後から情報を整理できるように，

付箋に書き，提案書の取材シートに

貼る活動を行う。構成や記述の際

に，情報を整理しやすくするため

に，事実と意見を付箋の色で分ける

ようにする。 

 

○ 問題点，提案理由，提案内容，提

案の効果に書く内容について，提案

書の項目同士のつながりを意識し

て大まかに整理することができる

ように，集めた付箋を操作する活動

を行う。 

 

 

 

 

 

【関】目的・相手・方法意

識を明確にし，書く価値を

確かめ自分の考えを深めて

いこうとしている。（発表の

様子の観察） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書】自分たちの提案書に

必要な情報を収集してい

る。  （ワークシート） 

 

 

 

【書】収集した情報の中か

ら提案するのに適したも

のを選び，自分の考えをま

とめ，情報を整理してい

る。   （ワークシート） 

 

 

【書】読み手が納得してく

れる提案書になるように，

文章全体の構成の効果を考

えて構成している。 

（構成メモ） 

 

 

 

 

 

 

提案書の構成 

①「提案のきっかけ」「提案」「提案の

効果」の３つの部分に分かれている。 

② 事実と意見の両方が書かれている。 

③ 一貫性がある。 

取材のポイント 

①具体的な数字や名称。 

②提案の根拠となる事実や具体例。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 構成メモにしたがって，提案書を

書く。            ② 

 (1) 説得力のある提案書のポイン

トを学級で交流し合い，下書きを

書く。        【本時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 構成メモをもとに，下書きを

する。 

 

 

 

 

 

５ 推敲し，清書する。     ② 

(1) お互いの提案書を読み，より

よい提案書になるように話し合

う。 

 

 

 (2) 提案書を清書する。 

 

 

 

 

６ 提案書を読み合い，学習のまとめ

をする。           ② 

(1) 他のグループと提案書を読み

合い，感想を交流する。 

 

 

○ 筋道の通った内容になるために，

提案書の構成を上の３点としてま

とめ，活用にできるようにする。ま

た，取材シートから必要な部分だけ

を抜き出して付箋にまとめるよう

にする。 

 

 

 

○ 説得力のある提案書のポイント

に気付くことができるように，教師

作成の不十分なサンプル文を提示

し、文末表現や文章の一貫性に着目

できるようにする。 

○ 児童が見つけた内容を学級全体

で交流することによって，説得力の

あるポイントに結び付けていくよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 下書きができるように，見つけた

ポイントやサンプル文集を活用す

る。自分の書くことに合ったものを

参考にできるように，サンプル文集

のよいと思った部分に線を引いて

おくように指導する。 

 

 

○ 見直すことができるように，事前

に班の友達の提案書を読む活動を

行う。読むときには，前時までに学

習した説得力のある提案書の書き

方を提示し，活用することができる

ようにする。 

○ 見直すためのアドバイスができ

るように，交流の目的や交流の手順

について話し合う。 

  

○ 説得力のある書き方のポイント，

誤字，脱字や主述の関係に気を付け

て丁寧に清書するように確認する。 

○ よい提案書の書き方に気付くこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書】相手に伝わるように

適した文末表現やつなぎ言

葉を使って，下書きを書く

ことができている。 

        （提案書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書】より分かりやすい提

案書になるように，表現の

効果などについて確かめた

り工夫したりする。 

（アドバイスカード） 

 

【書】説得力のある提案書

になるように表現を工夫し

て清書している。 

（清書の記述の状況） 

【書】ほかのグループの提

案書を読み合い，提案書の

構成や情報の使い方，文章

表現の工夫及び内容につい

説得力がある提案書のポイント 
① 具体的に提案が書かれている。 
  いつ，どこで，だれが 数字など 
② 文末表現が事実と感想，意見で異な

っており，適した表現を使っている。 
③ つなぎ言葉を使用し，文章に一貫性

がある。 



 

 

 

 

 

 

 

(2) 提案書の書き方について学習の

まとめをする。 

とができるように，お互いの表現の

工夫や提案内容のよさについて感

想を交流することを確認する。気付

いたことは付箋に書いて交流する

とともに，自分の気付きとしても書

き留めておくようにする。 

 

○ 今まで学習してきたことは，教室

に掲示しておき，それをもとに提案

書の特質，書き上げるまでの手順，

表現の工夫についてまとめること

ができるようにする。 

○ 具体的にどんな場面で，今回学習

したことを使うことができるかを

話し合い，他教科等に活かそうとい

う態度を育てるようにする。 

て，感想を交流している。 

（付箋や気付きの記述状

況） 

 

 

 

 

【関】提案書を書く際に大

切なことを自分なりにまと

め，次の学習に活かそうと

している。 

（ワークシート・発言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 本時の学習（第４次 第１時）                        於 ランチルーム 

(１)主 眼 サンプル文をもとに，説得力のある提案書の書き方について話し合って見つけた

ことを整理する活動を通して，説得力があり，相手に伝わるように適した文末表現

やつなぎ言葉を使って，下書きを書くことができるようにする。 

(２)準 備 拡大したサンプル文  

(３)展 開 

 

学 習 活 動 

○指導・支援上の留意点  ◆評価規準 

★ 特別な教育的支援を要する児童・生徒への特に困難と 

される場面での支援のポイント 

１ 前時の学習を振り返り，自分の課

題を確認し，めあてを話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ サンプル文を読んで，気付いたこ

とについての交流を行い，説得力の

ある提案書の書き方のポイントを考

える。 

サンプル文 

 より説得力をもたせるためのポイン

トを見つけたり，自分の提案文に取り

入れたい表現を見つけたりする参考と

して活用する。 

３ 見つけたポイントをもとに，下書

きを書く。 

 

 

 

 

 

 

４ 表現のポイントをもとに，自分で

書いたものを振り返る。 

 

５ 本時を振り返り，次時の学習の見

通しをもつ。 

○ 本時の学習内容を想起するために一度書いた提案書

において，書く上で困ったことを思い出させる。 

 

◎ 本時のめあてをつかむために，前時にサンプル文を読

んで，説得力のある提案書の書き方について気付いたこ

とを振り返らせる。 

 

 

 

◎ 下書きのときに意識して書けるように，学級全体で意

見を交流し，気付いたポイントをまとめて板書する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 上記のポイント②と③に観点を絞って一次表現を見 

直し，下書きをするようにする。 

★ 特別な支援を要する児童には，文末表現語集から使う

言葉を選ぶよう声掛けをし，一次表現を書き直すよう

にする。Ｂ児には，事実か考えかを確かめながら，使

う表現を一緒に考えていくようにする。 

◆【書】学んだポイントを自分の提案書に取り入れて，書

くことができている。   （提案書の下書き） 

○ 本時のめあてが達成できたかどうかを自覚させるた

めに，書くときに工夫したこと，取り入れたいと思って

いることを振り返りシートに書くようにする。 

○ 学習計画と本時の学習をもとに，次時の学習を考える

ことができるように，振り返りを行う。 

＜めあて＞ より相手に伝わる提案書になるように，説得力のある表現を見つけ，下書

きを書こう。 

 

 読み手が納得してくれ

るような提案書にするた

めには、どのように工夫し

て書いたらいいかな。 

説得力がある提案書のポイント 

① 具体的に提案が書かれている。 

  いつ，どこで，だれが 数字など 

② 文末表現が事実と感想，意見で異なっており，適

した表現を使っている。 

③ つなぎ言葉を使用し，文章に一貫性がある。 



 


