
事例 中学校 国語科 第２学年 「心のきずなをとらえる」

「実際の生活に生きる国語の力を付けるためのテーマ

学習計画及び評価活動の工夫改善」

・付けたい力を明確にした学習計画の工夫授業改

・自己の学びの深まりを実感、把握できる評価活動の工夫善のポ

イント

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【第２学年及び第３学年「話すこと・聞くこと」の内容のまとまりごとの評価規準】

言語についての知識・理解・技能観点 国語への関心・意欲・態度 話す・聞く能力

評 ・広い範囲から話題を ・話の中心の部分と付加的な部 ・慣用句、類義語と対義

価 求め、表現を工夫し 分との関係に注意して、話し 語、同音異義語や多義

規 て話そうとしたり相 たり聞き取ったりしている。 的な意味を表す語句の

準 手の立場や考えを尊 ・事実と意見との関係に注意し 意味や用法に注意して

重して的確に聞き取 、論理的な構成や展開を考え 話したり聞いたりして

ろうとしたりすると て、話したり聞き取ったりし いる。

ともに、話し言葉を ている。 ・抽象的な概念などを表

豊かにし言語生活を ・話の内容に応じ、適切な語句 す多様な語句について

向上させようとして を選択して、話したり聞き取 の理解を深め、語感を

いる。 ったりしている ・話の意図 磨き語彙を豊かにして。

に応じ、文の効果的な使い方 いる。

など説得力のある表現の仕方 ・相手や目的に応じて話

に注意して、話したり聞き取 の形態や展開に違いが

ったりしている。 あることに気付いた

・相手の立場や考えを尊重し、 り、文の成分の順序や

目的や場面に応じて、話した 照応、組立てなどにつ

り聞き分けたりしている。 いて考えたりして話し

・互いの共通点や相違点などを たり聞いたりしてい

聞き分け、自分の考えを広め る。

たり深めたりしている。

【把握方法】

① 授業における「話す・聞く」場面の観察による評価の累積

評価の場は、各授業の「話す・聞く」場面である。自分の考えを述べる時に、生徒が

どのように話す傾向があるか、また、聞き手はその考えをどのように受け止め自分の考



えを深めているかを観察した。

② 「話すこと・聞くこと」に対する意識アンケート

生徒の「話すこと・聞くこと」に対する意識や実際の力を探るため、１学期終了時に

アンケートを実施した。

【アンケート項目 （一部）】

〈聞くこと〉

・人の話を聞く時、心がけていることは何か （意識調査）。

・話をもらさないよう正確に聞けているか （技能調査 ４段階評価）。

・話し手の意図を考えながら聞けているか （ 〃 ） など。

〈話すこと）

・人前で話す時、心がけていることは何か （意識調査）。

・適切な速さ、適切な声の大きさで話せているか （技能調査 ４段階評価）。

・自分の立場（意見）をはっきりさせ、理由（根拠）を話せているか。

（技能調査 ４段階評価） など

③ 前単元で行ったパネルディスカッションの授業における評価

『世界に目を向ける』の単元で 「国際化が進んでいるが日本人として大切にしたい、

こと」というテーマで、パネルディスカッションを行った。そこで、パネルディスカッ

ション時の活動の観察、判定カード、授業後の自己評価等を方法に行った評価の結果を

活用する。

↑

学習状況の結果と分析

【結果】

①について

自分の考えを述べる時、自分の意見を最初に述べてから、そう考える理由（根拠）を述

べる生徒が多い。そのような力は概ね付いていると判断できる。しかし、人前で話すこと

に抵抗があることや、間違えたらどうしようなどという心理面から、聞き手を意識して話

せる生徒は少ない。自分の思いを一方的に発表することで終わってしまうため、生徒相互

の意見のつながりが少なく、単発的な発表になってしまうことが多い。

↑

②について【アンケート結果】

〈聞くこと〉

（意識調査）人の話を聞く時、心がけていることは何か。

姿勢（目を見て聞く、姿勢を正して聞く）５８％ 姿 勢 ・ 内 特になし内容（何を言いたいのか理

容 １３％ １６％解できるようなど）１３％

（技能調査）の結果から分かったことは、話をもらさないように聞くことは７割以上の生

徒ができていると判断している。しかし、自分の考えと比べながら聞いたり他の人の意見

によって自分の考えを深めようとしたりして聞けていると判断している生徒は、全体の半

分程度であった。



〈話すこと〉

（意識調査）人前で話す時、心がけていることは何か。

話し方（大きな声で、聞き手を見て、など） 特になし話し方・内容 内容(簡潔に、要点を

６０％ １１％１３％ 整理して )など１６％

（技能調査）の結果から分かったことは、適度な声の大きさや速度で話すことは７割程度

の生徒ができていると判断している。また、最初に意見をはっきりさせ根拠を述べること

についても、７割近くの生徒ができていると判断している。しかし、話す順番や構成を考

えて話したり、他の人の意見との違いを明確にして話したりできると判断している生徒は

半分に満たなかった。

↑

③について

「 、 」 。国際化が進んでいるが 日本人として大切にしたいこと というテーマで話し合った

資料を収集する時間を十分確保したこともあり、生徒は意欲的にパネルディスカッション

に取り組んだ 「聞き手が納得してくれるには、どのような根拠をどのような構成で話す。

とよいだろう」という点で学習を進め、根拠をいくつも探したり班でその根拠を出す順番

を真剣に考えたり積極的に活動した。

パネリストの生徒たちは、よい緊張感の中で、自分たちの意見を仲間に伝えようと適度

な声の大きさや速度を意識して話せていた。また、内容的にも様々な方向から根拠があげ

られ、とてもおもしろいパネルディスカッションになった。多くの生徒が自分の立場を明

確にした上で、そう考える根拠をうまくつなげて話すことができていた。

しかし一方で、身近なテーマでなかっただけに、テーマを十分理解できていない生徒に

とっては、根拠はいくつも用意されていたのだが、それが一般的なこと過ぎて説得力のな

いものであったり、根拠を羅列するだけで自分の意見を支えるものになっていなかったり

という実態もあった。また、フロアー側でも、多くの生徒が興味深くディスカッションを

聞いている中、テーマを十分自分のものとすることができず、自分の見方、考え方、感じ

方を広める聞き方ができていない生徒の実態も明らかになった。

↑

これらの結果から、生徒の実態を、次のように分析した。

Ａ話の意図に応じ、文の効果的な使い方など説得力のある表現の仕方に注意

して、話したり聞き取ったりしている。 … ２人

Ｂ論理的な構成や展開を考えて、話したり聞き取ったりしている。 …２６人

Ｃ自分の考えや気持ちを的確に話すためにふさわしい話題を選び出してい

る。 … ９人

Ｄ何を話してよいか分からない。話題を選び出せない。 … １人

「構成や論理」にかかわる点から見ると、多くの生徒が論理的な構成や展開を考えて話

したり聞いたりすることができているが、９名の生徒は、話題は選び出せても論理的な構



成を考えて話すことはできていない。また、何を話していいか分からず、話題を選び出せ

ないと言う生徒も１名いる。その理由には、次の３点が考えられる。

・構成は考えているが、内容がうまくつながらない。つなげ方が分からない。

・中心に話したいことがずれている。何を中心に話したらいいか分からない。

・自分の考えを伝えたいという思いになれない。

これらのことを考えると、内容と内容のつなげ方や話の中心と付加的な部分をどのよう

に構成するといいかという学習をしていく必要があると考えた。

また、①②の結果から、生徒たちの多くは、日頃、話したり聞いたりする時に、話の内

容的なことよりも話し方とか聞く時の姿勢などを意識しているということが分かった 話。「

すこと聞くこと」を重点的に学習する単元の時は、内容的なことについて意欲的に学習す

るのであるが、その時だけの学習に終わってしまっているのを感じる。その理由には、次

の２点が考えられる。

・生徒一人一人が、自分の学びの成果と課題を実感・把握できていない。

・教師側が、国語の授業で学んだことを日常に結びつける工夫をしていない。

この２点を改善して、学習した内容が、実際の生活の中に生かされるようにしていかな

ければならないと思う。

これらの分析から 「構成と論理」の中でも 「話の中心の部分と付加的な部分、事実、 、

と意見との関係に注意し、話の論理的な構成や展開を考えて、話したり聞き取ったりする

力」を付けなくてはならないということが分かってきた。また、国語の授業で身に付けた

学習が実際の生活の中に生かされるように、学びの成果を実感できる単元構成や評価の工

夫、国語で身に付けた力を生かす話す場面の設定などを考えていく必要があるということ

が明らかになった。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

上記の実態分析から、本学級の生徒は「話の中心の部分と付加的な部分、事実と意見との

関係に注意し、話の論理的な構成や展開を考えて、話したり聞き取ったりする」力が十分身

に付いていない状況が明らかになった。そこで、ステップを踏んでその方法を一つずつ指導

、 。すること 単位時間の付けたい力を明確にして単元構成をすること等が重要であると考えた

また、本学級の生徒は「話すこと・聞くこと」で身に付けた学習が、実際の生活の中に生

きていかないという姿も浮かび上がってきた。実際の生活の中で生きて働く力を付けるため

に、まず生徒一人一人が自分の力（何が身に付いているか、何が身に付いていないか）を把

握すること、身に付けることができた喜びを一人一人に実感させることが大切であると考え

た。

そこで、次の２点から授業改善をしていきたいと考えた。

①付けたい力を明確にした学習計画の工夫

ア、付けたい力を明確にした単元指導計画の作成

イ、単元見通しカードの利用



ウ、課題をより意識させるための単位時間の導入の工夫

②自己の学びの深まりを実感、把握できる評価活動の工夫

ア、自己評価

イ、ペア学習、相互評価

↑

(2) 改善の具体的方途と実践

①付けたい力を明確にした学習計画を工夫する。

ア、付けたい力を明確にした単元指導計画の作成

一人一人の生徒に確実に力を付けるためには、単位時間の付けたい力を明確にする必

要がある。そこで 「話の中心の部分と付加的な部分、事実と意見との関係に注意し、、

話の論理的な構成や展開を考えて、話したり聞き取ったりする」力を付けるために、こ

れまでの学習計画を見直した。

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画

１ メモを作成する。 １ メモを作成する。

２ 意図に合わせて構成を工夫する。

２ メモをもとに構成を考

える。 ３ スピーチをしながら、構成の中で、どの部分を

ふくらませて話すとよいか考える （中心と付。

加的な部分）

４ スピーチをしながら、メモとメモをつなぐ効果

的な表現を考える。

これまで２時間で行った内容を、４時間の計画で実施した。３・４時間目にあたると

ころは、説明程度で終わっていたところであるが、ねらいを明確にして１時間ずつ確保

、 、 。したことにより 一人一人のスピーチの内容が充実し 構成が考えられたものとなった

イ、単元見通しカードの利用

単位時間の付けたい力を明確にした上で、それを生徒にも伝えるようにした。生徒自

身が学習する目的や見通しをもって取り組むことで、受け身でなく、主体的に問題解決

に向かう力を付けることができると考えたからである。単元の導入で、単元を貫く課題

を見付けた後、単元見通しカードを利用して、単元で付けたい力や学習の流れを確認し

た。

、 、 、単元見通しカードには 単元の目標を明示し どのような力を付ける学習であるのか

生徒にもしっかりと分かるようにした。また、学習のてびきとしてノートに貼らせ、常

に見られるようにした。また、１時間１時間の学習内容が分かるようにし、見通しをも

って学習が進められるようにした。

今回は『心のきずなをとらえる』という単元を通して 「私のとらえるきずな」を一、



【別紙１】人一人が見付け、最終的にスピーチで発表するという単元構成にした。

ウ、課題をより意識させるための単位時間の導入の工夫

一人一人の生徒に確実に力を付けるために

は、単位時間の課題を明確にしなければならな

い。そのために、単位時間の導入を工夫するこ

とが最も重要になると考えた。

本時は、一人一人が自分の作ったメモをもと

に構成を考える時間であるので、スムーズに作

業に取りかかれるように、課題を提示する必要

があった。そこで、次のように導入の工夫をし

た。

自分の伝えたいことが一番効果的に伝わるスピーチの構成を考える時間であるので、

伝えたい意図によって構成が変わってくること

をつかませる導入部分では、例を使ってねらい

を明確にもたせた。今回は、教師側が一方的に

教えるのではなく、教師が考えた二通りの意図

に合う構成を、生徒自身に考えさせた。

「学習を通して自分のきずなのとらえ方が変

わった 「きずなってあったかいものだ」とい」

う意図の二つを提示し、それぞれのスピーチメ

モの構成を考えさせた。生徒自身が例を使って

構成を考えてみたことで、自分のスピーチを考える時にも、導入の場面を思い出しなが

ら作業を進めていくことができた。

↑

②自己の学びの深まりを実感、把握できる評価活動を工夫する

ア、自己評価

生徒が、自己の学びの姿を振り返り、自分の成果や課題を自覚し、次の学習に生かし

ていくことが、生徒一人一人の力になっていくと考え、毎時間自己評価の場面を位置付

けた。

今回は「話すこと聞くこと」の学習の場面で、評価カードを利用した。単位時間の最

後に 「本時の課題に対する評価」と「学ぶ姿に対する評価」の二つの観点から自己評、

【別紙２】価をさせた。

自己評価を継続して行うことで、課題に対する自分の理解度を確かめたり、自分自身

の学ぶ姿を振り返ったりして、次へ生かそうとすることができるようになってきた。

【自己評価カードより】

・自分の中では、分かりやすく内容を整理して話したつもりだったけど、聞き手からだと

もっと具体的に話した方がよかったと感じたようでした。これからは、大勢の前で話す

ことが増えてくると思うので、今日のことを生かしていきたいです。

・メモを頼りにしながら、でもあまり見ずに聞き手を意識してスピーチをするのは難しか



ったです 「メモをふくらますこと 「間を考えること 「聞き手を意識すること」この。 」 」

三つが、これからの生活の中で大切にしていきたいことです。

イ、ペア学習、相互評価

今回はスピーチの学習ということで、ペア学習を位置付け、自分のスピーチに対し仲

間からアドバイスをもらうという活動を位置付けた。ペア学習の仕方やアドバイスをす

【別紙３】る観点を掲示し、正しい相互評価がし合えるように配慮した。

、 。相互評価することで 自分のスピーチの課題を見付けることができた生徒が多かった

また、相互評価をさせる時には具体的な観点を明示したことで、形だけの評価にならず

次の学習に生きる評価をすることができた。

【本時の評価カードより】

・Ｍさんのスピーチを聞いたけど、きずなに対する考えが変わった理由がはっきりしてい

るので分かりやすかったし、理由がはっきり分かる順番を、Ｍさんのスピーチから自分

の構成に生かせることができてよかったです。

・構成を考えてスピーチをし合うことをＮさんとやったが、よいアドバイスをもらいまし

た。最初に言いたいことをもっとはっきりさせた方が、自分の伝えたいことがよく伝わ

るというアドバイスをもらったので、構成を変えてもっといいスピーチができるように

したいです。

また、授業の最後には、学級に広めたいスピーチのよさや学ぶ姿のよさを教師が述べ

たり、生徒に感想を意図的に述べさせたりして、位置付けた。

単元の最後のスピーチ発表会でも、相互評価を取り入れた。観点ごとに他のクラスの

仲間から４段階で評価してもらい、最後にアドバイスを文章でもらった ６。【別紙４】

～７名の仲間から評価されたことで、どの観点の評価が高くどの部分が低いかを客観的

に見ることができた。また、アドバイスがもらえたことで、今後の生活の中で生かして

いくとよいことを意識することができた。

【学習後の感想より】

スピーチをやってみて、自分の考えをみんなに伝えることができたし、他の人はどんな

「 」 。 、ふうに きずな をとらえたのかが分かってよかったです みんなに評価をしてもらって

、 、 、ここはよくて ここはよくなかったというのが分かって 今後に生かしていけると思うし

スピーチをやってよかったと思いました。

３ 授業改善後の成果

【改善の具体的方途①にかかわって】

『心のきずなをとらえる』の単元を通して 「話すこと・聞くこと」についてのきめ細か、

な指導を通して、生徒の姿は次のように変容した。



・話の意図に応じ、文の効果的な使い方など説得力のある表現の仕方に注意

して、話したり聞き取ったりしている。 …２６人

・論理的な構成や展開を考えて、話したり聞き取ったりしている。 …１２人

・自分の考えや気持ちを的確に話すためにふさわしい話題を選び出してい

る。 … ０人

・何を話してよいか分からない。話題を選び出せない。 … ０人

この結果から、まず単元指導計画を見直したことがとても有効であった。今まで説明程度

で終わらせてきたところを１時間ずつ確保したことで、確実に一人一人に力を付けることが

できたと考える。限られた時数の中で指導計画を組むことは困難であるが、やり方も教えず

「やりなさい」とだけの指示で生徒に学習させることがないようにしなくてはならない。

また、単元見通しカードは生徒に好評であった。見通しをもって学習に取り組めることは

意欲をもたせるだけでなく学習に連続性が生まれ、力を積み上げていくためにもとても重要

なことであることが分かった。ノートに単元見通しカードを貼らせたことも、学習の流れを

常に確認することができ、とてもよかった。単元によっては、評価規準を加えたり自己評価

の欄を加えたりする方が利用しやすい場合もある。

また、課題をより意識させるために、単位時間の導入を工夫することは、非常に大切であ

る。今回は具体例を示しながら生徒と共に考えた導入だったので、その後の個人の作業にも

スムーズに入ることができた。

【改善の具体的方途②にかかわって】

自己評価を継続することで、課題に対する自分の理解度を確かめたり、自分自身の学ぶ姿

を振り返ったりして、次へ生かそうとすることができるようになった。また、ペア学習、相

互評価も適宜取り入れ自分の力を客観的に評価し合うことで、自己の課題や身に付けた力を

再確認することができた。生徒たちは、国語の授業で身に付けた力を実際の生活の中に生か

していきたいという気持ちをもっているので、教師側が意図的に結びつけていく指導を工夫

をしなくてはならないと考える。


