学習指導要領「国語」に示されている各学年における「B

書くこと」の指導事項

授業の中で，「書く」活動をきちんと位置付けましょう！
小学校

構成に関する指導事項

第１学年及び第２学年
イ 自分の考えが明確
になるように，事柄の
順序に沿って簡単な構
成を考えること。

第３学年及び第４学年
イ 文章全体における
段落の役割を理解し，
自分の考えが明確に
なるように，段落相互
の関係などに注意して
文章を構成すること。

第５学年及び第６学年
イ 自分の考えを明確
に表現するため，文章
全体の構成の効果を
考えること。

第１学年
イ 集めた材料を分類
するなどして整理する
とともに，段落の役割
を考えて文章を構成す
ること。

第２学年
イ 自分の立場及び伝
えたい事実や事柄を明
確にして，文章の構成
を工夫すること。

第３学年
ア 社会生活の中から
課題を決め，取材を繰
り返しながら自分の考
えを深めるとともに，文
章の形態を選択して適
切な構成を工夫するこ
と。

ウ 語と語や文と文と
の続き方に注意しなが
ら，つながりのある文
や文章を書くこと。

ウ 書こうとすることの
中心を明確にし，目的
や必要に応じて理由や
事例を挙げて書くこと。

ウ 事実と感想，意見
などとを区別するととも
に，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。

ウ 伝えたい事実や事
柄について，自分の考
えや気持ちを根拠を明
確にして書くこと。

ウ 事実や事柄，意見
や心情が相手に効果
的に伝わるように，説
明や具体例を加えた
り，描写を工夫したりし
て書くこと。

イ 論理の展開を工夫
し，資料を適切に引用
するなどして，説得力
のある文章を書くこと。

エ 文章を読み返す習 オ 文章の間違いを正 オ 表現の効果などに
慣を付けるとともに，間 したり，よりよい表現に ついて確かめたり工夫
違いなどに気付き，正 書き直したりすること。 したりすること。
すこと。

エ 書いた文章を読み
返し，表記や語句の用
法，叙述の仕方などを
確かめて，読みやすく
分かりやすい文章にす
ること。

エ 書いた文章を読み ウ 書いた文章を読み
返し，語句や文の使い 返し，文章全体を整え
方，段落相互の関係な ること。
どに注意して，読みや
すく分かりやすい文章
にすること。

オ 書いたものを読み
合い，よいところを見付
けて感想を伝え合うこ
と。

オ 書いた文章を互い
に読み合い，題材のと
らえ方や材料の用い
方，根拠の明確さなど
について意見を述べた
り，自分の表現の参考
にしたりすること。

オ 書いた文章を互い
に読み合い，文章の構
成や材料の活用の仕
方などについて意見を
述べたり助言をしたりし
て，自分の考えを広げ
ること。

記述に関する指導事項

推敲に関する指導事項

交流に関する指導事項

中学校

エ 文章の敬体と常体
との違いに注意しなが エ 引用したり，図表や
ら書くこと。
グラフなどを用いたりし
て，自分の考えが伝わ
るように書くこと。

カ 書いたものを発表
し合い，書き手の考え
の明確さなどについて
意見を述べ合うこと。

カ 書いたものを発表
し合い，表現の仕方に
着目して助言し合うこ
と。

エ 書いた文章を互い
に読み合い，論理の展
開の仕方や表現の仕
方などについて評価し
て自分の表現に役立
てるとともに，ものの見
方や考え方を深めるこ
と。

【引用文献：『学習指導要領』（H20.8 文部科学省）】

学習指導要領「国語」に示されている各学年における「C
【引用文献：『学習指導要領』（H20.8 文部科学省）】

読むこと」の指導事項

授業の中で，「読む」活動をきちんと位置付けましょう！
小学校

効果的な読み方
に関する指導事項

説明的な文章の解釈
に関する指導事項

文学的な文章の解釈
に関する指導事項

中学校

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年
イ 目的に応じて，本
や文章を比べて読むな
ど効果的な読み方を工
夫すること。
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。

イ 目的に応じて，中
心となる語や文をとら
えて段落相互の関係
や事実と意見との関係
を考え，文章を読むこ
と。

ウ 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。

ウ 場面の移り変わり
に注意しながら，登場
人物の性格や気持ち
の変化，情景などにつ
いて，叙述を基に想像
して読むこと。

エ 文章の中の大事な エ 目的や必要に応じ
言葉や文を書き抜くこ て，文章の要点や細か
と。
い点に注意しながら読
み，文章などを引用し
オ 文章の内容と自分 たり要約したりするこ
自分の考えの形成及び交流 の経験を結び付けて， と。
自分の思いや考えをま
に関する指導事項
とめ，発表し合うこと。 オ 文章を読んで考え
たことを発表し合い，一
人一人の感じ方につい
て違いのあることに気
付くこと。

要 点
・形式段落や意味段落ごとに，中心とな
る語句や文に着目してまとめた内容

ウ 目的に応じて，文
章の内容を的確に押さ
えて要旨をとらえたり，
事実と感想，意見など
との関係を押さえ，自
分の考えを明確にしな
がら読んだりすること。

第１学年

第２学年

第３学年

イ 文章の中心的な部
分と付加的な部分，事
実と意見などとを読み
分け，目的や必要に応
じて要約したり要旨をと
らえたりすること。

イ 文章全体と部分と
の関係，例示や描写の
効果，登場人物の言動
の意味などを考え，内
容の理解に役立てるこ
と。

イ 文章の論理の展開
の仕方，場面や登場人
物の設定の仕方をとら
え，内容の理解に役立
てること。

エ 文章の構成や展
開，表現の特徴につい
て，自分の考えをもつ
こと。

ウ 文章の構成や展
開，表現の仕方につい
て，根拠を明確にして
自分の考えをまとめる
こと。

ウ 文章を読み比べる
などして，構成や展
開，表現の仕方につい
て評価すること。

オ 文章に表れている
ものの見方や考え方を
とらえ，自分のものの
見方や考え方を広くす
ること。

エ 文章を読んで人
エ 文章に表れている 間，社会，自然などに
ものの見方や考え方に ついて考え，自分の意
ついて，知識や体験と 見をもつこと。
関連付けて自分の考
えをもつこと。

ウ 場面の展開や登場
エ 登場人物の相互関 人物などの描写に注意
係や心情，場面につい して読み，内容の理解
ての描写をとらえ，優 に役立てること。
れた叙述について自分
の考えをまとめること。
オ 本や文章を読んで
考えたことを発表し合
い，自分の考えを広げ
たりふかめたりするこ
と。

要 約
・目的や必要に応じて，話や文，文章を短くまと
めること。（もとの文を生かして・自分の言葉で）

要 旨
・筆者が文章で取り上げている内容の中心となる事柄
・筆者が文章全体で述べている考えの中心となる事柄

