
事例 小学校 国語科 第６学年 「学級討論会をしよう」

テーマ 「説得力のある話し方や相手の意図の聞き方を理解し、討論を

深めるための指導の工夫改善」

授業改善 ①児童が意欲的に討論の仕方を身に付け、日常生活に生かすための指導計画の工夫改

の視点 善

②話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解するための指導方法

の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

「全国学力・学習状況調査」の「話すこと・聞くこと」領域の問題における全国と本学級の調

査結果を比較した。

（２）学習状況の結果と分析

① 平成２０年度「全国学力・学習状況調査」より

【結果】

国語Ａ

設 評価の観点 正答率

領域 問 出題の趣旨 関心 話す・ 書く 読む 知識

番 意欲 聞く 能力 能力 理解 全国 学級

号 態度 能力 技能 （％）（％）

スピーチの組み立ての工夫をとらえ

聞 話 ５ ることができるかどうかをみる。 ○ 78.2 91.9

く す

こ こ 下書きの文章と発表原稿とを比べ、

と と ６ 発表しやすく工夫したところをとらえ ○ ○ 74.1 70.3

ることができるかどうかをみる。

国語Ｂ

設 評価の観点 正答率

領域 問 出題の趣旨 関心 話す・ 書く 読む 知識

番 意欲 聞く 能力 能力 理解 全国 学級

号 態度 能力 技能 （％）（％）

１ 相手や目的に応じた内容や質問する

聞 話 １ 順序を考えながら、適切な言葉遣いで ○ ○ 76.5 70.3

く す 聞くことができるかどうかをみる。

こ こ １ 話し手の意図を考え、反応を示した

と と ２ り、内容を深めたりして聞くことがで ○ ○ 69.4 73.0

きるかどうかをみる。



【分析】

・国語Ａの設問５の平均正答率が、１０％以上全国の平均正答率を上回っている。スピーチの組み

立ての工夫をとらえる力が十分に身に付いていることが分かる。本校ではさまざまな集会等、多

くのスピーチの場を教育活動に位置付けており、その際に、組み立てが効果的になるよう話すた

めの構成メモや原稿を作成して話すことを指導してきた。その成果が、多くの児童が話の組み立

ての工夫を理解している結果となって表れている。

・国語Ａの設問６の平均正答率が、全国の平均正答率を下回っている。スピーチメモや原稿をより

効果的に作成、活用する学習を通してそれらの内容の理解を深める必要がある。

・国語Ｂの設問１の１の平均正答率が、全国の平均正答率を下回っている。相手や目的に応じた内

容や質問する順序を考えながら、適切な言葉遣いで聞く力を身に付ける必要がある。

・設問１の２の平均正答率は、わずかに全国の平均正答率を上回っているものの、平均正答率７３

％と決して高い値ではない。話し手の意図を考え、反応を示したり、内容を深めたりして聞く力

を一層身に付ける必要がある。

② 「話し合いにかかわる意識調査」を本学級で実施した結果より

４月に、本学級の児童の「話し合うこと」に対する意識を把握するために、意識調査を実施し

た。

【結果】

質問内容 Ａ当てはまる Ｂどちらかと言え Ｃどちらかと言え Ｄ当てはまらない

ば当てはまる ば当てはまらない

ア 話し合いで自分の意見
を発表すること好きだ。 ５．４％ １８．９％ ４３．３％ ３２．４％

イ 話し合いで自分の意見
を発表することは、将来、 ４８．７％ ４０．５％ ８．１％ ２．７％
社会に出たときに必要だ。

問アでＡ、Ｂと答えた理由 ア意見を出し合って考えが深まることが楽しいから ６７．６％

（複数回答可） イ話すことに自信があるから ５６．７％

問イでＣ、Ｄと答えた理由 ア答えが正しいかどうか不安だから ６７．６％

（複数回答可） イ聞き手の反応が不安だから ２４．３％

ウ言い方が分からないから ８１．１％

【分析】

・自分の意見を発表することが好きな児童は、２４．３％であった。また、８９．２％の児童が「自

分の意見を伝えることは、将来、社会に出たときに必要だ」と考えており、自分の意見を発表す

る必要性は感じており、話し合いの学習を通して一人一人に自信をもたせ、自分の意見を発表す

る意欲を高める必要がある。

・人前で意見を発表することが好きではないと感じている児童の理由を見ると、選択肢アとウが多

かった。これらのことから、話し合いの学習を通して、話す内容と話し方について具体的に理解

することが必要である



２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

このように、全国学力・学習状況調査と話し合いにかかわる意識調査の結果を分析してみると、

『児童は話し合うことの必要性は理解しているものの、話し手の意図を考えて聞いたり、相手に

分かりやすい話し方を工夫したりすることに対する理解が十分ではないため、話し合いに対する

意欲を低くしている』ことが分かった。

これらの児童の実態から、自分と相手の立場をはっきりさせて話し合う学習が重要であると考

えた。そこで、話し合いの学習の中で、互いの考えの違いを大事にしながら多くの考えを関係付け

ていく討論の学習を取り上げることにした。討論の学習について、次のような視点で授業改善に取

り組んだ。

①児童が意欲的に討論の仕方を身に付け、日常生活に生かすための指導計画の工夫改善

ア 学習の必要感を高める話題設定

イ 単元を貫く課題の設定と５つの言語意識の位置付け

ウ さまざまな話題の討論を行う単元構成

②話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解するための指導方法の工

夫改善

ア 「話し方」「聞き方」を学び合うことのできる単位時間の学習過程

イ 考えを比べて聞き取り、分類・整理するためのワークシートの活用

（２）改善の具体的方途と実践

① 児童が意欲的に討論の仕方を身に付け、日常生活に生かすための指導計画の工夫改善

ア 学習の必要感を高める話題設定

討論の話題については、児童の実際の日常生活に関わっており、児童が具体的な考えをもつ

ことができるものを設定すれば、児童は必要感をもって学習に臨めると考えた。また、討論に

おけるどちらの立場にも同等の説得材料があり、児童が具体的に考えをもつことのできる話題

になるよう配慮した。以上のことから、次の３点を条件として話題を設定した。

・双方の立場に互角の説得材料がある話題

・児童が具体的に考えをもつことのできる話題

・児童が興味・関心をもっており、日常生活に生きる話題

これらの条件を踏まえ、児童から討論をしたい話題を募り、次の３つの話題を取り上げた。

・長縄大会は８の字跳びではなく、一斉跳びで行うべきだ。

・卒業文集の文字は活字にすべきだ。

・あいさつをこの学校の伝統とすべきだ。

どの話題も３つの条件を満たす上に、児童会活動のリーダーとしての第６学年の立場や自分

たちの卒業に関わる話題であったので、必要感を感じながら日常生活で話し合う場面もイメー

ジして討論することができると考えたからである。

イ 単元を貫く課題の設定と５つの言語意識の位置付け

児童が討論の学習に主体的に取り組むことができるように、単元が終わった後に学年集会で

話し合いを行うことにした。国語の学習を日常生活に生かすとともに、話題について討論を深



めることが自分たちの生活を豊かにすることを実感できるようにするためである。さらに、単

元の学習に見通しをもち、主体的に取り組むことができるように、単元を貫く課題を設定し、

５つの言語意識を位置付けた。

＜単元を貫く課題＞

学年集会で考えを深められるように、説得力のある話し方や、考えを深める聞き方を身に付け

よう。

＜５つの言語意識＞

・相手意識 ：第６学年の仲間

・目的意識 ：学年目標の達成や生活を豊かにするために、考えの違いを大事にしながら多

くの考えを関係付けてよりよい結論を出すために

・方法意識 ：学年の生活についての討論

・場面・状況意識：集会室で、第６学年全員で

・評価意識 ：考えの深まりと話し方、聞き方についての仲間からの評価

ウ さまざまな話題の討論を行う単元構成

本単元は、さまざまな話題についての討論を通して話し合いの仕方を理解していく単元構成と

する。討論の話題を３つ設定し、３回の討論を行う。実際の討論を行い、具体的な場面の中で話

し方や聞き方について振り返り、課題を明らかにして次の討論のめあてをもつ学習を積み重ねる

ことで、互いの考えの違いを大事にして、多くの考えを関係付けて深めていくことを具現し、討

論の仕方の理解を深め、日常生活での討論に生かすことのできる力が身に付くと考えている。

以上の点を踏まえて改善した単元指導計画は下記のとおりである。

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

教材文から討論会のねらいや準備、進 出口に学年集会があることを知り､単元

１ め方を把握し、教材文の話題について １ を見通し、願いをもつ。教材文からね

の自分の考えをワークシートに書く。 らい、準備、進め方を理解する。

討論会の進め方を把握し、討論会に参 事前アンケートを参考に決めた３つの

２ 加する時の発言の仕方、討論を聞くグ ２ 話題について自分の考えをもち、役割

ループの活動について話し合う。 分担を決める。

学級で討論したい話題を決め、グルー 第１回の討論会を行い、自分たちの姿

３ プを作って、役割を決める。討論会の ３ を振り返り、話し方、聞き方、考えの

ルールを理解する。 関連付け方について理解を深める。

第１回の討論会を行う。その後、自分 第２回、第３回の討論会の話題につい

４ たちの姿を振り返り、次回へのめあて ４ ての考えを明確にし、討論についての

をもつ。 一人一人のめあてをもつ。

第２回の討論会の話題について自分の 第２回の討論会を行う。その後、自分

５ 考えをもち、グループを作って役割を ５ たちの姿を振り返り、次回へのめあて

決める。 をもつ。

第２回の討論を行う。その後、自分た 第３回の討論会を行う。その後、単元

６ ちの姿を振り返り、学習のまとめをす ６ で付けた力を確かめ、学年集会への自

る。 信を深める。

② 話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解するための指導方法の工夫改善

ア 「話し方」「聞き方」を学び合うことのできる単位時間の学習過程



討論では、児童が多くの考えを関係付けて考えを深めることができるように、「初めの主張」

の後に、「相手グループからの質問」を行い、論点を明らかにして議論を深められるようにした。

その後、誰もが挙手で自由に質問や意見を話すことで、つながりのある討論が展開できるよう

にした。また、終末に「話し方」「聞き方」について相互評価する時間を設定し、討論の内容と

「話し方」「聞き方」を関連させて相互評価することで、討論の流れ、話し方、聞き方のよさを

理解できるようにした。

また、１回の討論の中でも途中で助言し合い、議論を深めることができるようにするために、

討論を前半と後半に分け、中間評価タイムを設けた。中間評価タイムでは、前半の討論のよさ

と後半に向けての課題を明らかにした。また、教師も児童のメモと評価用紙を活用し、後半に

向けての一人一人のめあてを明確にするとともに、全体で気を付けるとよいことを助言できる

ようにした。

イ 考えを比べて聞き取り、分類・整理するためのワークシートの活用

児童が互いの考えの違いを大事にしながら多くの考えを関係付けていくためには、考えを比

べて聞き取り、分類・整理することが重要である。一人一人の児童が仲間の考えを比べて聞き

取り、分類・整理できるように、ワークシートを活用する。

３ 授業改善後の成果

（１） 児童が意欲的に討論の仕方を身に付け、日常生活に生かすための指導計画の工夫改善

資料１「本事例により改善した単元の指導と評価の計画案」に示した本単元の評価規準のうち、

本単元以外でも評価できる内容について、継続して評価したところ、次のような結果であった。「お

おむね満足できる」状況の児童の割合を単元の前後で比較したものである。

評価項目と評価規準 評価の場と「おおむね満足できる」児童の割合

イ話す② 国語「生き物はつなが 本単元（10月） 国語「平和のとりで

考えとその根拠となる具体的 りの中に」（６月） を築く」（11月）

事実を区別して話している。 ５１．３％ １００％ ８１．１％

ウ聞く① 国語「共に考えるため 本単元（10月） 学活「授業の礼につ

考えとその根拠となる具体的 に伝えよう」（９月） いて」（11月）

事実を聞き分け、メモしている。 ２４．３％ ７５．７％ ８９．２％

エ話し合う① 学活「球技大会の振り 本単元（11月） 国語「自分の考えを

立場を明確にして、計画的に 返り」（6月） 発信しよう」（12月）

話したり聞いたりしている。 ５６．８％ ８６．５％ ８９．２％

エ話し合う② 社会「三人の武将」 本単元（11月） 国語「自分の考えを

他の人の考えと自分の考えとの関係を （８月） 発信しよう」（12月）

明確にして話し合い、考えが深まっている。 ６２．２％ ８３．８％ ８６．５％

どの項目も、本実践後に「おおむね満足できる」児童の割合が大きくなっている。児童が単元

の学習を通して力を付けたことが分かる。

① 学習の必要感を高める話題設定について

本学級には、人前で発言することに対して大きな抵抗感をもっていた児童が多かった。しかし、



目的を始めとする言語意識を児童と作り上げていくことで話し合う力を身に付けることの意義

を児童は実感し、「仲間の前で自信をもって話せるようになりたい。」という願いを強くもつよ

うになった。単元の流れを見通した第１時から、意欲的に取り組むことができ、最終的に学年

集会では、全員が挙手することができた。

② 単元を貫く課題の設定と５つの言語意識の位置付けについて

単元を貫く課題を「学年集会に全員参加して考えを深められるように、説得力のある話し方

や考えを深める 聞き方を身に付けよう。」として、５つの言語意識を位置付けたことで、児童

は常に単元後の学年集会を意識して学習に取り組むことができた。特に相互評価の場面で聞き

手としての話し手への評価が充実し、討論の仕方の理解が深まった。

③ さまざまな話題の討論を行う単元構成について

討論をしてみて課題を明らかにし、次の討論へのめあてをもつ学習の繰り返しによって、児

童がめあてを具体的にイメージできた。また、単元の中で３つの話題について討論をすること

で、話題は違っても討論の方法や話し方、聞き方は共通であり、今後の日常生活にも生かすこ

とができることを児童が実感できた。

（２）話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解するための指導方法の工夫改善

① 「話し方」「聞き方」を学び合うことのできる単位時間の学習過程

討論会で「相手グループからの質問」を設けたことによって、活発な議論が繰り広げられた。

また、終末に「話し方」「聞き方」について相互評価する時間を設定し、討論の内容と「話し

方」「聞き方」を関連させて相互評価することで、討論の流れ、話し方、聞き方のよさを理解

できた。

右は、第２回討論会「卒業文集の文字は活字

にすべきだ。」で使用した評価用紙である。「手

書きの方がよい」という立場の児童の卒業アル

バムの中に書かれていた手書きの文章を仲間に

見せ、兄が今も時々懐かしく読み返しているこ

とを紹介した。そして、「兄のように自分たちも

手書きの文章を載せることで、活字の場合より

も思い出に残るはずだ。」という意見を述べた。

この評価用紙を書いた児童は、「アルバムを出し

たことで説得力が増した。」と書いている。これをもとに、「具体例を挙げると説得力が増すが、

その中でも実物など視覚に訴える資料があるのは非常に有効である」ことを学級で共通理解す

ることができた。

② 考えを比べて聞き取り、分類・整理するためのワークシートの活用

使用するワークシートは、次の４つの点に配慮した。

・「討論する前の自分の考えと理由」、「討論の内容」、「討論後の自分の考え」を一枚のワーク

シートの中に集約し、討論による考えの深まりを一目で理解できるようにする。

・「自由討論に向けてのメモ」という欄を設け、「聞くグループ」の児童も主体的に討論に臨み

やすいようにする。

・発言者名を書く欄を設け、討論の流れを把握するとともに、相互評価や質問をしやすくする。



・「評価する相手」「評価をしてもらう相手」を定め、討論に参加すると同時に仲間を評価する

という課題を意識できるようにする。

右は本単元で使用したワークシート

である。児童は考えの深まりを一枚で

確認できるとともに、話し合いの経過

をメモすることで、考えを比べて聞き

取り、分類・整理することができるよ

うになった。

また、中間と終末の相互評価の際に

は、このワークシートを使って内容と

話し方、聞き方について振り返り、交

流に生かすことができた。さらにワー

クシートの活用に慣れてくると、自分

なりの記号を使ってメモするなど、独

自の工夫もできるようになった。

（３）評価問題の結果分析より

本実践の成果と課題を把握する目的

から、「平成２０年度全国学力・学習状況調査」を参考にして独自に作成した設問により調査し

たところ、次のような結果であった。下の表の正答率の欄にある「前」は「平成２０年度全国

学力・学習状況調査」の結果、「後」は「平成２０年度全国学力・学習状況調査」を参考にして

独自に作成した設問による調査の結果である。

出題の趣旨 正答率（％）

前 後

話の要点を聞き取り、効率よくメモを取ることができるかどうかをみる。 67.5 89.2

Ａ

問 聞き手にとって分かりやすい話し方にするために大切なことを理解して 72.9 91.8

題 いるかどうかをみる。

下書きの文章と発表原稿とを比べ、発表しやすく工夫したところをとら 70.3 91.8

えることができるかどうかをみる。

司会者として発言者の提案を聞き、内容を整理することができるかど 64.8 81.1

うかをみる。

Ｂ 司会者として発言者の意見や提案を受け止め、出席者が納得いくように 75.6 86.5

問 進行することができるかどうかをみる。

題 相手や目的に応じた内容や質問する順序を考えながら、適切な言葉遣い 70.3 89.2

で聞くことができるかどうかを見る。

話し手の意図を考え、反応を示したり、内容を深めたりして聞くことが 73.0 86.5

できるかどうかをみる。



実践前の結果で特に課題としていた「下書きの文章と発表原稿とを比べ、発表しやすく工夫

したところをとらえることができるかどうか」の正答率が実践後には９０％に上がった。本実

践を通して、児童が「話し方」「聞き方」について単位時間の中で常に学び合うとともに、ワー

クシートを活用して意見を整理し、正しく聞き取ったり分かりやすく話したりできるように指

導方法を工夫改善した成果だといえる。

また、「相手や目的に応じた内容や質問する順序を考えながら、適切な言葉遣いで聞くことが

できるかどうか」の項目の結果も上がっていた。学習を通して理解した分かりやすく話したり

正しく聞いたりするための工夫を、児童が実際の話し合いの中で発揮できるようになったため

である。児童の日常生活に生かすための指導計画の工夫改善の成果だといえる。


