
情報活用（説明・報告）の系統（東京書籍）

話す・聞く 読む 読む 書く 書く

説明・報告 比べ読み・表現の工夫 情報活用 説明・報告 資料整理・情報活用
６年 ６年 ６年 ６年 ６年

町の未来を描こう（11月） 新聞の投書を読んで意見を書こう（6月） 町の未来を描こう（11月） 六年間を振り返って書こう（2月） 資料を生かして呼びかけよう（9月）

○ねらい：複数の資料から情報を
　　　　　　効果的な資料活用
○形　式：音声によるグループ発表
○技　能：意図が伝わるように適切な資
料
　　　　　　活用、構成の工夫
　　　　　　相手を引きつけるような話し
方、
　　　　　　資料の見せ方の工夫

○ねらい：読み手を説得するための工夫
○形　式：新聞の投書（意見）
○技　能：主張・意見を伝える構成
　　　　　　　序：話題＋意見
　　　　　　　本：理由と根拠＋反論の予想
　　　　　　　結：まとめ
　　　　　　理由づけの仕方、根拠の取り
上
　　　　　　げ方

○ねらい：複数の資料から情報を
　　　　　　効果的な資料活用
○形　式：説明文
○技　能：筆者の主張と論の展開の理解
　　　　　　事例を取り上げた意図とその
　　　　　　効果を読み取る。
　　　　　　資料の活用等、表現の工夫を
　　　　　　読み取る。

○ねらい：表現や構成の工夫
○形　式：自分の思いを伝える文章（文
集）
○技　能：効果的な構成の工夫
　　　　　　　「始め」「終わり」に何を書くか
　　　　　　表現の工夫

　　　　※これまでの学習を総合的に生か
す

○ねらい：意見を効果的に伝える資料の
　　　　　　活用
○形　式：意見文（呼びかけ）
○技　能：いろいろな資料を集め、内容に
　　　　　　合った資料の選択
　　　　　　資料を効果的に生かして書く
　　　　　　　どんなことがわかる
　　　　　　　資料のどこから考えたのか
　　　　　　　事実と考えの区別

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
5年 5年 5年 5年 5年

和の文化について調べよう（11月） 書き手の意図を考えながら新聞を読もう（6月） 和の文化について調べよう（11月） 伝えよう委員会活動（1月） 資料を生かして考えたことを書こう（9月）

○ねらい：目的意識を持って、いろいろな
本
　　　　　　や資料から情報を
　　　　　　内容や目的に合わせて資料活
用
○形　式：音声によるグループ発表
○技　能：伝えたい内容や目的に合わせ
て
　　　　　　形式を工夫して資料作成
　　　　　　内容と資料を関連づ、見せ方を
　　　　　　工夫して話す。

○ねらい：記事と写真の関係に注意しな
がら読み、書き手の意図を
○形　式：新聞記事
○技　能：新聞の構成とその役割
　　　　　　　見出し、リード、本文
　　　　　　　写真（アップとロング）
　　　　　　見出し、リード、写真等から書
き
　　　　　　手の意図をとらえる。
　　　　　　記事に合った写真の選択、見
出し
　　　　　　の作成

○ねらい：複数の資料から情報を
　　　　　　効果的な資料活用
○形　式：説明文
○技　能：筆者の主張と論の展開の理解
　　　　　　事例を取り上げた意図とその
　　　　　　効果を読み取る。
　　　　　　資料の活用等、表現の工夫を
　　　　　　読み取る。

○ねらい：経験を振り返り、必要な情報を
整理して報告を書く
○形　式：リーフレット
○技　能：必要な情報を落とさず書く
　　　　　　　日時、場所、内容等
　　　　　　事実を整理して書く
　　　　　　　時期、内容、結果、数値等
　　　　　　キャッチフレーズや見出しの工
夫
　　　　　　写真や図表の活用

○ねらい：資料から情報を読み取る。
　　　　　　情報を活用して書く。
○形　式：ポスター、意見文（呼びかけ）
○技　能：次の点に留意して資料を読む
　　　　　　　何の資料か：題、キャピション
　　　　　　　グラフや表：総量や割合、全
体
　　　　　　　の傾向、数や数量の相違点
　　　　　　資料を効果的に活用
　　　　　　　どの資料から分かることか明
記
　　　　　　　数値や名前は正確に
　　　　　　　読み取ったこと、考えたことを
　　　　　　　区別して

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
4年 4年 4年 4年 4年

報告します、みんなの生活（2月） 身の回りの文章を読み比べよう（9月） くらしの中にある「和」と「洋」を調べよう
（11月）

みんなで新聞をつくろう（6月） 目的や形式に合わせて書こう（2月）

○ねらい：調べて分かったこと、考えたこ
とを
　　　　　　筋道立てて
　　　　　　資料を使って、分かりやすく
○形　式：音声によるグループ発表
○技　能：・分かったことと考えたことのつ
な
　　　　　　がりが分かるように（筋道）
　　　　　　どのような資料が必要か
　　　　　　聞き手の様子を見て、伝わって
い
　　　　　　るかどうかを確かめながら

○ねらい：目的に合わせた表し方の違い
を
○形　式：広告、説明書
○技　能：次の点に着目して表し方の違
い
　　　　　　を読み取る
　　　　　　　・取り上げられている事柄
　　　　　　　・写真や図の使い方
　　　　　　　・書かれている順序
　　　　　　　・強調されていること
　　　　　　目的に合った表し方を理解

○ねらい：何をどのように書いているかを
読
　　　　　　み取る。
　　　　　　目的に応じて要約と引用
○形　式：説明文、和と洋ブック
○技　能：和室と洋室を比較
　　　　　　　比較する視点（どんなよさ）
　　　　　　　どのように書かれているか
　　　　　　和室と洋室の良さを引用、要約
　　　　　　何を、どんな視点から比べるの
　　　　　　かを決める。
　　　　　　資料をもとに、引用、要約する

○ねらい：「いつ」「どこで」「誰が」「どうし
た」
　　　　　　を落とさずに記事を書く。
　　　　　　興味を引く割付や見出しの工
夫
○形　式：新聞（学級、学校）
○技　能：５W1Hを落とさず書く
　　　　　　分かりやすくするため、写真、
図、
　　　　　　絵などの資料を取り入れる
　　　　　　興味を引く見出し（短く）
　　　　　　伝えたいことに合わせて、記事
の

○ねらい：目的や形式に合わせて書こう。
○形　式：ポスター
○技　能：伝える目的によって、様々な形
式
　　　　　　があること、それを選ぶことの
大
　　　　　　切さを理解
　　　　　　　（ポスター、レポート、新聞等）
　　　　　　様々な形式に合わせた表現の
　　　　　　工夫
　　　　　　　　見出し、キャッチコピー
　　　　　　　　図、資料

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
3年 3年 3年 3年 3年

町について調べてしょうかいしよう（2月） 書き手の工夫を考えよう（9月） はたらく犬について調べよう（11月） 調べて書こう、わたしのレポート（6月） 理由がわかるように書こう（2月）

○ねらい：調べたことを整理して発表
　　　　　　資料を使って分かりやすように
○形　式：音声によるグループ発表
○技　能：事柄ごとに整理
　　　　　　大事なことを強調
　　　　　　分かりやすい言葉、言い換え
　　　　　　資料の出し方、見せる時間

○ねらい：書き手の工夫（取り上げる内
容・
　　　　　　説明の仕方）を読み取る。
○形　式：保健だより
○技　能：書き手の伝えたいことと次の事
柄
　　　　　　の関係
　　　　　　　取り上げた内容
　　　　　　　段落のまとまり
　　　　　　　表（図）の活用
　　　　　　　アドバイスの欄

○ねらい：大事な言葉や文を見つけ、書
か
　　　　　　れていることを要約する。
○形　式：説明文、リーフレット
○技　能：大事な言葉や文を見つける
　　　　　　上記をもとに要約

○ねらい：調べたいことに合った方法で
調べ
　　　　　　整理して書く
○形　式：レポート
○技　能：調べることを決めてメモ
　　　　　　合った方法で調べる
　　　　　　　観察、インタビュー、本
　　　　　　レポートの組み立て
　　　　　　　調べた理由→調べ方→
　　　　　　　分かったこと→調べた感想

○ねらい：考えたこととその理由を順序だ
て
　　　　　　て書く
○形　式：考えを伝える文章
○技　能：自分の考えとその理由を分け
て
　　　　　　書く。（三段落の構成）
　　　１　自分の考え：この絵文字は、
　　　２　理由：その理由は三つあります。
　　　３　自分の考え：この三つの理由か
ら、
　　　　　（呼びかけ：みなさんもぜひ、）

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2年 2年 2年 2年 2年

「おもちゃ教室」をひらこう（2月） 二つのせつめいをくらべよう（6月） どうぶつのひみつをみんなでさぐろう（11月） 名人をしょうかいしよう（11月） 同じところ、ちがうところ（1月）

○ねらい：順序よく工夫して話す
○形　式：音声によるグループ発表
○技　能：話のまとまりごとに分けて
　　　　　　まとまりの順序よく
　　　　　　ものを見せたり言葉を工夫した
り
　　　　　　聞く人の様子を見て、分かった
か
　　　　　　どうか確かめながら

○ねらい：二つの説明の仕方の違いに
　　　　　　気づく。
○形　式：説明書、カード
○技　能：《カード》
　　　　　　　・ポイントのみ
　　　　　　　一文が短い（箇条書き）
　　　　　　《文章》
　　　　　　　・詳しく　一文が長い

○ねらい：大事なところを探しながら読む
　　　　　　　（動物の秘密（体の特徴、
　　　　　　　　できること、知恵）
○形　式：説明文、クイズ（問題、答え）
○技　能：ビーバーの巣づくりを体の構造
　　　　　　や機能と関連させて読み取る
　　　　　　調べる時、知りたいことに関係
の
　　　　　　ある言葉を探す
　　　　　　詳しく書いてあるところを探す

○ねらい：事柄を整理して書く
○形　式：紹介する文章
○技　能：身の回りの名人について、カー
ド
　　　　　　に書いて紹介
　　　　　　「始め・中・終わり」の構成
　　　　　　何の名人か、何を紹介したい
か
　　　　　　（整理）
　　※思い出したことをメモにして活用

○ねらい：同じところと違うところを整理し
て
　　　　　　書く。
○形　式：違いを説明する文章
○技　能：比べる視点を明確に
　　　　　　　色、形、大きさ、食べ方
　　　　　　比べて分かったことを整理して
　　　　　　三つのまとまりで文章に書く。
　　　１　比べたもの：〜と〜を比べまし
た。
　　　２　同じところ：同じところは、
　　　３　違うところ：違うところは、

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
1年 1年 1年 1年 1年

「じゃんけんやさん」をひらこう（2月） のりものことをしらべよう（１１月）
○ねらい：大事なことを順序く説明
○形　式：音声で説明
○技　能：じゃんけんで大切なことを考え
る
　　　　　　　何を使ってじゃんけんするか
　　　　　　　勝ち負けをどう決めるか
　　　　　　身振りを入れて話す
　　　　　　はっきりした声でゆっくり話す

○ねらい：
○形　式：
○技　能：

○ねらい：書いてあること正しく読む
　　　　　　　（三つの観点）
○形　式：説明文、カード
○技　能：「やくめ」「つくり」「できること」
の
　　　　　　観点で読みとる
　　　　　　三つの関係をとらえる。
　　　　　　他の乗り物について、三つの
　　　　　　観点で情報を選ぶ

○ねらい：
○形　式：
○技　能：

○ねらい：
○形　式：
○技　能：

《生活科》

・課題設定

・情報収集・整理

・表現

《総合的な学習》

・課題設定

・情報収集・整理

・表現

ロイロノート：ベン図ロイロノート：ピラミッドチャートロイロノート：ピラミッドチャート

ロイロノート：フィッシュボーン

ロイロノート：ピラミッドチャート

ロイロノート：プレゼンシート作成

ロイロノート：プレゼンシート作成 MetaMoJi：リーフレット作成
ロイロノート：ポスター作成

ロイロノート：ピラミッドチャート

MetaMoJi：くまでチャート（自作）

ロイロノート：ポスター作成

MetaMoJi：プレゼンシート作成

ロイロノート：写真撮影、選択
ロイロノート：カード入力、操作ロイロノート：ベン図

ロイロノート：Web検索、写真撮影

ロイロノート：動画撮影、視聴 ロイロノート：カード比較

ロイロノート：カード操作

ロイロノート：リーフレット作り ロイロノート：データチャート

ロイロノート：カード操作、比較ロイロノート：作文の推敲ロイロノート：YチャートMetaMoJi：データチャート

MetaMoJi：カード操作

ロイロノート：動画撮影、視聴 ロイロノート：カード操作


