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慣用 句を 使って みよう

単元 の目標
○慣用 句に関 心をも ち， 意味な どを調 べて， 生活の 中で使 おうと してい る。
（国語 への関 心・意 欲・態 度）
○慣用 句につ いて知 り， 意味や 使い方 を理解 すると ともに ，自分 の表現 におい て使う ことが できる 。
（伝 統的な 言語文 化と国 語の特 質に関 する事 項）

３ 単元 につい て
（ １）教 材につ いて
本 単元の 重要指 導事 項は， 小学校 学習指 導要領 の第３ 学年及 び４学 年「伝 国」（ １）ア （イ）
「長 い間使 われて きた ことわ ざや慣 用句， 故事成 語など の意味 を知り ，使う こと」 である 。
慣 用句は ，二つ 以上 の語が 結びつ いて， ある特 定の意 味を表 すよう になっ た言い 回しで ，比喩
的な 表現が 多く， それ らの意 味は固 定化し ており ，現代 でも生 きた表 現とし て使わ れてい る。児
童は ，「慣 用句」 とい う語は 知らな くても これま での学 習や生 活の中 で慣用 句に触 れてき ている 。
本 単元で は，慣 用句 の意味 を辞典 等で調 べたり ，慣用 句を使 う具体 的な場 面を想 定して 短文を
書い たりす る活動 を通 して， 慣用句 に関心 をもち ，児童 の言語 生活の 中に適 切に生 かせる ように
した い。
（ ２）児 童の実 態（＊ 人）
○ タブレ ットを 使っ た学習 は楽し いです か。
はい …＊名
ふ つう… ＊名
いいえ …＊名
○ 次の慣 用句を 知っ ていま すか。
「馬が 合う」
・ 意味が 分かる …＊ 名
・聞い たこと はある …＊名
・知ら ない… ＊名
「ネコ のひた い」
・ 意味が 分かる …＊ 名
・聞い たこと はある …＊名
・知ら ない… ＊名
「頭を ひねる 」
・ 意味が 分かる …＊ 名
・聞い たこと はある …＊名
・知ら ない… ＊名
タ ブレッ トを使 って の学習 は，始 めたば かりな ので興 味・関 心は高 く，進 んで取 り組み ，操作
方法 ののみ 込みも 早い 。一人 １台が 理想だ が，機 器の不 具合や 個々の 技能， 操作速 度の違 いが大
きい ことな どから ，今 のとこ ろ班に １台も しくは 二人で １台で 使用し ている 。
児 童は慣 用句と いう 言葉は 知らな くても ，生活 の中で 聞いた ことの ある慣 用句も ある。 しかし ，
意味 まで分 かって いる 児童は 少なく ，生活 の中で 使えて はいな い。
（ ３）指 導に当 たって
古 くから 伝わる 言い 回しの 便利さ やおも しろさ を感じ ている 児童は 少ない 。そこ で，指 導に当
たっ ては， たくさ んの 慣用句 を調べ た後， タブレ ットを 使って 班で協 力して 慣用句 クイズ を作っ
たり 問題に 答えた りす る活動 を通し て，慣 用句の 便利さ やおも しろさ を感じ ，日常 生活の 中で使
える ように する。
本 時は， 各自が 様々 な慣用 句を調 べた後 ，体に 関する 慣用句 に絞り ，班ご とにタ ブレッ トの授
業支 援ソフ ト（オ クリ ンク） を使っ て,｢慣 用句の 意味｣,｢写 真や絵 ｣,｢使い方 （短文 )｣など ，慣用
句を 説明す るカー ドを 協力し て作成 し発表 する活 動を通 して， 楽しみ ながら 慣用句 の使い 方に慣
れさ せる。 この時 ，書 き込み の順番 や時間 などの 約束ご とを伝 え，協 力して 取り組 めるよ うに促
して いく。
４ 指導 と評価 の計画
（ １）学 習活動 におけ る具 体の評 価規準
国語 への関 心・意 欲・態 度
言 語につ いての 知識・ 理解・ 技能
・ 慣用句 に関心 をも ち，意 味など を調べ ・慣 用句に ついて 知り， 意味や 使い方 を理解 する
て進ん で使お うと してい る。
と ともに ，自分 の表現 におい て使っ ている 。
（ ２）具 体的な 計画（ ４時 間扱い ） ○ は本時
時
主な 学習内 容
関 意態
知 理技
１ 慣用句 につい て知 り，学 習の見 通しを もつ。
○
２ 慣用句 を集め ，意 味を辞 典で調 べる。
○
３ 慣用句 の使い 方を 考えて 短文を 作り， 慣用句 シート にまと める。
○
④ 班ごと に気に 入っ た慣用 句につ いて， 意味や 使い方 などを ４枚の
○
カード にまと め発 表する 。

５ 本時 の学習
（ １）目 標
○タ ブレッ トを使 って ，慣用 句につ いて分 かりや すく説 明する カード を作り 発表す ること で，慣
用 句につ いての 興味 ・関心 を高め ること ができ る。
（ ２）準 備
タブ レッ ト（各 班１台 ），テ レビ， 教師用 タブレ ット
（ ３）展 開
教師の 支援・ 配慮事 項及び 評価
◎テ ーマ「 自分の 考えを 書き， 伝え合 う活動 」
「タブ レット の効果 的な活 用」に 迫る手 立て

学習 内容及 び児童 の活動 ・反応

１

前 時まで の学習 内容 を確認 する。

○ 慣用句 につい て確認 する。

２

本 時の学 習課題 を確 認する 。

○ 今日の 学習は ，前時 に作っ た慣用 句シー トを
参考に ，体に 関する 慣用句 一つを オクリ ンク
でカー ドを作 って発 表する ことを 知らせ る。

お気に 入りの 「かん 用く 」を， はんで 分
かりや すくつ たえよ う。
○体 に関す る慣用 句の 中から ，各班 でみん な
に 伝えた い慣用 句を 決める 。
○オ クリン クでカ ード を作る 。
・慣 用句
・慣 用句の 意味
・写 真や絵
・使 い方（ 短文）
（例）
か
意
ん
絵
用
味
く

○ 同じ慣 用句に ならな いよう に，「 口に関 する
句」， 「目に 関する 句」な ど，テ ーマを 班ご
とに決 めてお く。
○ 分かり やすく するた めに， 慣用句 シート を写
真で撮 って付 け加え たり， 体の一 部を写 真で
撮った り，本 の挿絵 などを 写真で 取り込 んだ
りする とよい ことを 伝える 。
○ 短文に ついて は，使 い方が 合って いるか どう
かを確 認して アドバ イスを する。

使
い
方

◎ 分かり やすい 発表が できる ように ，カー ドの
順番や 説明の 仕方を ，発表 例を参 考に班 で話
し合う 。

○先 生機に 提出す る。

○ 発表の 仕方の 例を提 示し， クイズ 形式に する
など工 夫して もよい ことを 伝える 。

＜評 価＞慣 用句に 関心を もち， 意味や 使い方 などを 調
べ て進ん で使お うとし ている 。
（ 関心・ 意欲・ 態度
タ ブレッ ト・行 動観察 ）

３

各 班の作 った慣 用句 を発表 する。
（発表 例）
①私た ちのお 気に入 りの 慣用句 は，○ 〇
です 。意味 は○○ です 。絵で 表すと こ
うな ります 。使い 方は ○○で す。
②私た ちのお 気に入 りの 慣用句 を当て て
くだ さい。 意味は ○○ です。 絵で表 す
とこ うなり ます。
分か る人は います か？
正解 は○○ です。

４

本 時のま とめを する 。
〇学 習の振 り返り を行 う。
〇次 時の学 習内容 を知 る

◎ 各班の 作った カード を先生 機から テレビ に映
し，作 ったカ ードを スライ ドさせ ながら 発表
する。
○ 発表で は，班 の人の 役割を 決めさ せてお き，
スムー ズに発 表でき るよう に支援 する。
○ 発表時 のタブ レット 操作に ついて は，様 子を
見なが ら支援 する。

○ 今日の 学習の 感想や ，覚え た慣用 句につ いて
振り返 る。

