
事例 中学校国語科 第２学年 「提案のしかたを工夫しよう」

テーマ 「聞き手の同意を得るために効果的な提案のしかたを理解し、

説得力のある発表ができる生徒をはぐくむ授業の工夫改善」

授業改善 ①効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を育成する指導計画の工

の視点 夫改善

②効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を生徒が主体的に身に付

け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

平成２０年度「全国学力・学習状況調査」と平成１９年度「岐阜県における児童生徒の学習状

況調査」を活用し、結果と本校の学習状況の結果を把握した。具体的には、「話すこと・聞くこと」

の項目と、質問紙調査の関心・意欲・態度の項目結果について分析した。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】（平成２０年度「全国学力・学習状況調査」中学校第３学年「話すこと・聞くこと」）

問題 評価の観点 正答率

領 番号

大 小 出題の意図 関心 聞く 書く 読む 知識

域 意欲 能力 能力 能力 理解 全国 自校

問 問 態度 技能 （％） （％）

話 Ａ 一 話の構成に注意しながら的確に ○ ６１．７ ６４．７

す １ 聞き取ることができる。

・ 二 話合いの方向をとらえて、適切 ○ ８０．５ ８８．２

聞 ア な発言をすることができる。

く 二 話合いの方向をとらえて、適切 ○ ９２．８ １００

イ な発言をすることができる。

【結果】（平成２０年度「全国学力・学習状況調査」中学校第３学年国語：質問紙調査「当てはまる」

「どちらかと言えば当てはまる」の割合）

質問内容 全国（％） 自校（％）

50 国語の勉強は好きですか。 ５５．２ ５２．９

51 国語の勉強は大切だと思いますか。 ８７．３ ９４．１

55 国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つ ７９．７ ８８．３

と思いますか。

57 国語の授業で意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の ３９．９ ５８．９

組み立てを工夫していますか。



【結果】（平成１９年度「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」中学校第１学年「話すこと・聞くこと」）

問題 出題の意図 評価の観点 正答率

領 番号

域 大 小 関心 聞く 書く 読 む 知識 県 自校

意欲 能力 能力 能力 理 解 （％） （％）

問 問 態度 技能

話 どのような事実を、どのような

す 一 順序で話しているかを正しく聞 ○ ９２．６ ９２．０

こ くことができる。

と 二 話し手の説明のしかたの工夫を ○

・ 一 考えながら聞くことができる。 7３．２ ７６．０

聞 事実と意見との関係を考えなが

く 三 ら話の内容を正しく聞くことが ○ ９５．６ ９６．０

こ できる。

と 四 司会者の進め方の工夫を考えな ○ ７５．１ ６８．０

がら聞くことができる。

【分析】

・国語への関心・意欲・態度

「国語の勉強は好きですか」という項目の「当てはまる」「どちらかと言えば当てはまる」の

割合が低い。勉強は大切だという意識は高いが、自分から勉強しようと主体的に取り組む態度

は十分身に付いてはいない。これは、授業が教師主導型で、生徒主体のものとなっていないこ

とが一因であると考えられる。また、地域環境として少子高齢化が進み、人口が毎年２％も減

少し、生徒の数も少なくなっており、考えたことや学習したことを発信する場が少なくなって

いることも原因である。だから、自分が考えたことや思ったことを直接的に伝え、今まで学ん

できたことを活用できるような場を設定することが必要である。また、授業に魅力を感じ、主

体的に取り組める単元にするために、相手意識、目的意識、方法意識、評価意識、場面・状況

意識の５つの言語意識を明確にした指導過程を工夫することが国語への関心・意欲を高めるた

めに必要である。

・話す・聞く能力

「司会者の進め方の工夫を考えながら聞くことができる。」の正答率が低い。特に「話の構成

に注意しながら聞く」や「司会の進め方」といった力については第１学年教材「発見したこと

を伝えよう」「話し合って考えよう」という単元で指導したり、日常の授業で指導したりしてい

るが、定着が十分ではないと言える。他の項目については「おおむね満足できる」状況にある。

しかし、「国語の授業で意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工夫して

いますか。」という質問に対して、４割ほどの生徒が工夫していないと答えていることなどから、

単元で身に付けた力を十分活用できていないことが分かる。単元の出口に身に付けた力を活用

する活動を位置付けて実践を行う必要がある。



２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

本校の生徒は、構成を的確に聞き取ったり話し合いの方向をとらえて発言したりするといっ

た力は身に付けており、「おおむね満足できる」状況にある。この状況であれば、国語への関心

が高いように感じられるが、「国語の勉強は好きですか」という質問については半数の生徒が「ど

ちらかと言えば、当てはまらない」「当てはまらない」と回答している。また、「国語の授業な

どで発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工夫していますか」という質問につい

ても同様である。これらのことから、『国語の学習に関心をもち、国語科で身に付けた効果的な

話し方や聞き方を実際に話す場で活用することに課題がある』ことが分かった。

そこで、本実践では、「自分の思いを相手に届けること」や「相手の同意を得ること」のよさ

を実感できるプレゼンテーションを取り入れたいと考える。この実践を進めるにあたって、総

合的な学習の時間にある職場体験で学んだ、「今から取り組んでおくとよいこと」を後輩に伝え

るといった内容をプレゼンテーションすることを通して、自分の考えを明確にする活動を仕組

み、資料を効果的に活用して話の要点を明らかにするといった活動を入れていきたい。

また、自分が話した内容が適切に伝わったかどうかを話し合うことを通して、より伝わりや

すいプレゼンテーションにするための話し合い活動を取り入れたい。また、話し手の意図を踏

まえ、メモしたことを基に確認したり、一層分かりやすい話し方にしたりするために相互評価

活動を通してプレゼンテーションを高めていきたい。

そのために、話し手と聞き手の両面について指導ができるように指導計画・指導方法の工夫

を行うことによって生徒の興味・関心・意欲も引き出させる活動を作っていきたい。そこで、

この実践を進めるにあたって、「聞き手の同意を得るために効果的な提案のしかたを理解し、説

得力のある発表ができる生徒」を目指し、次の２点について授業改善を図ることにした。

①効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を育成する指導計画の工夫改善

②効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を生徒が主体的に身に付けるための

指導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

① 効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を育成する指導計画の工夫改善

ア 魅力ある題材設定の工夫

・従前の単元では、教科書教材を読んでテーマについて考えるといったことが多かった。しか

し、本実践では、総合的な学習の時間の中で行った職場体験を終えて、学んだことを来年度

体験する後輩に教えてあげたいという思いや、今から取り組んでおくとよいことを提案して

同意を得たいという思いになるような題材にすることでテーマ設定がより身近になり、生徒

がより主体的に取り組めるだろうと考える。また、聞き手を「後輩」に限定することで、相

手意識がより明確になると考える。

・単元の出口では発表を聞いた後輩から感想をもらって振り返るといった活動を取り入れ、「内

容」と「表現」の両面から検証することで、何が伝わったかや伝え方はどうだったかといっ

た、自分たちの発表の課題がはっきりと分かるようになると考える。



イ 理解を深めるための工夫

・単元の導入時に教師によるモデル提示を行い、本単元で目指すプレゼンテーションのあるべ

き姿や、説得力のある話し方、効果的な資料の提示の仕方を生徒が把握することができると

考える。

・単元で付けたい力や学習活動、ねらいなどを明記した単元計画プリントを渡し、授業に臨ま

せることで生徒が見通しをもって活動ができ、主体的に取り組むことができるようになると

考える。また、１単位時間ごとの自己評価をすることで、学習評価の力を高めることができ

るようになると考える。さらに自己の変容もとらえられるようにすることで意欲化を継続し

て図ることができると考える。

例：「提案のしかたを工夫しよう」の単元指導計画

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）

次 時 内容 次 時 内容

１ １ 「言葉と人間のかかわり」に １ １ モデル提示を見てプレゼンテー

関する文章を読み、学習の見 ションの全体像を理解し、学習

通しをもつ。 の見通しを立てる

２ 筆者の考えに対する自分の考 ２ プレゼンテーションのテーマを

えを書く。 考え、どんなことを伝えられる

か考える。

２ ３ プレゼンテーションのテーマ ２ ３ 課題別班に分かれ、内容や構成

を決め、企画を練る。 を考える。

４ プレゼンテーションの台本を ４ アンケートなどの情報を整理し

作り、通してみる。 絵コンテを作成する。

５ プレゼンテーションのリハー ５ グループで通し練習をしてみ

サルを行い、評価する。 る。

３ ６ プレゼンテーションの発表を ３ ６ 相手を意識した構成や提示のし

聞き、考えを深める。 かたになっているかを他のグル

７ プレゼンテーションの発表を ープと推敲する。

聞き、考えを深める。 ７ 相手を意識した話し方になって

４ ８ テーマにおける課題について いるかを他のグループと推敲す

交流する。 る。

４ ８ 後輩にプレゼンテーションを発

９ ４００字で「言葉と人間のか 表する。

かわり」について書きまとめ ９ 後輩からもらった感想から自分

る。 たちの発表を振り返り、成果と

課題を明らかにする。



② 効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を生徒が主体的に身に付けるため

の指導方法の工夫改善

ア 主体的に課題を追究するための導入の工夫

・１単位時間の学習活動を具体的に提示することで、生徒が見通しをもって主体的に学習活動

に取り組むことができる。

・学習活動の導入時に本時の見通しを確認したり、自分の発表内容を見直したりする時間を取

ることでスムーズに学習活動に入ることができると考える。

イ 生徒同士で学び合う相互評価活動の工夫

・従来の学習では評価ポイントを教師が提示し、全体指導することが多かった。しかし本実践

では、間の取り方や目線の配り方など個々の課題を明確にし、各自の弱点を克服するために

学習するといった意欲や必然をもたせながら授業に向かえると考える。

・新学習指導要領の第２学年「Ａ話すこと・聞くこと」の目標の中に「『話したり聞いたりして

考えを広げようとする態度』とは、話したり聞いたりすることにより、他人の考えを参考に

して自分の考えを広げようとする態度のことである」とある。聞き手を意識して話し、アド

バイスをもらうといった相互評価活動は、話し手は評価され、アドバイスを受けて改善する

ことができる。また、聞き手も話し手のよさや改善点を見つけることができるため、自己の

発表に生かすことができる。聞き手の評価は第１学年の時に意識した話し方だけにとどまら

ず、話し手が提示した課題点に注意しながら聞き、それを改善できるように適切なアドバイ

スができるように指導する。

ウ 日常指導の工夫

・プレゼンテーションとは自分の考え等を聞き手にプレゼントするものである。考えを届ける

方法は音声が中心となり、聞き手の心に届くことが一番大切である。しかし、生徒は普段友

人や親と話す時に自分の声の大きさ、速さ、間の取り方など意識していることは少ない。そ

こで「Ａ話すこと・聞くこと」を扱う単元では、帯活動として「滑舌練習」と銘打って発声

などの言語事項に係る指導を行う。具体的には授業の導入の５分間で「発音・発声」練習と

「滑舌」練習を行い、はっきりとした発音と流暢な話し方を身に付けることができるのでは

ないかと考える。

・本校では、技術科でパソコンによるプレゼンテーションを学習したり、第１学年の総合的な

学習でプレゼンテーションを使った発表を行ったりしている。そこでこの提案の学習を生か

し、話の要点を明らかにし聞き手に分かりやすくするために資料を効果的に使うことができ

るよう関連を図る。

・新学習指導要領第２学年「Ａ話すこと・聞くこと」の中に「目的や状況に応じて、資料や機

器などを効果的に活用して話すこと。」とある。伝える情報が必要十分な量と質があり、かつ、

それがどれだけ丁寧に集められ、分かりやすく提示されているかを意識し、資料として使う

絵コンテは視覚的に見やすくする必要がある。また、発表の構成やタイミングも意識して指

導を行うことでより一層効果的な指導が行えると考える。



例：「提案のしかたを工夫しよう」の展開案

従前の授業展開案（簡易版） 改善した授業展開案（簡易版）

学習活動 指導・援助 学習活動 指導・援助

・前時を振り返る ・効果的に ・前時を振り返る。 ・どのよう

つ ・課題を確認し、グ 伝わるよ つ ・個人の発表を通して に発表し

か ループで通し練習 うに既習 か みる。 ているか

む を行う。 事項を生 む を確認し、

かす。 ・個々の課題を確認す 課題化す

・他の班とプレゼン ・よさを認 る。 る。

テーションを見せ め、広げ ・グループごとに発 ・話し方につ

合い交流する。 ていく。 表を行い、交流する。 いて交流し

深 ているグル

め ・指摘されたことを ・アドバイ 深 ープを広げ

る 取り入れて、内容 スをどう ・指摘されたことを取 る。

や発表方法を吟味 生かすか め り入れて、内容や発 ・相手の立場

する。 を提案す 表方法を吟味し、練 を想定して

る。 る 習する。 アドバイス

・班での変容を確認 しているグ

する。 ループを価

ま ・本時のまとめを行 ・生徒の変 値付ける。

と う。 容を価値 ま ・自分の発表の変容を ・生徒の変

め ・次時への意識付け 付ける。 と まとめる。 容を価値

る を行う。 め ・次時への意識付けを 付ける。

る 行う。

３ 授業改善後の成果

（１）効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を育成する指導計画の工夫改善

・レディネス調査では「人前で話すことは得意ですか。」というアンケートに２５人中２０人の生

徒が「人前で話すことが苦手」と答えている。そこで、今回の単元で「職場体験で学んだこと

を後輩に来年の体験で生かしてもらえるように、今から取り組んでおくとよいことを提案する

のだ。」とはっきり相手意識と目的意識をもたせることにした。すると、生徒の顔がみるみるう

ちに変わり、早速「どんなことが伝えられるのかな。」「何を話そうかな。」とつぶやく生徒が

おり、大変意欲的に導入することができた。

ア 魅力ある題材設定の工夫について

生徒の身の回りの実体験を題材にすることで「伝えたい」という思いをもって単元に向かうこ

とができた。また、単元の出口に後輩からのメッセージをもらう活動を位置付け、評価意識を高

めることにした。実際に伝わったかどうか「内容」と「表現」両面の後輩の感想や評価を通して、

自分たちの発表を客観的に分析することができたのでこれらの工夫は有効であったと考える。



下記は後輩からの感想文である。 （ 線部は内容が伝わった部分）

どのグループの先輩も聞き手の方を向いて、大きな声でしっかり発表していてすごいと思いま

した。あと、「～したことがありますか？」など、問いかける文で確認をする先輩もいてとても分

かりやすかったです。他にもそのテーマにした理由を話す人や、明るい表情で話す人、実践をし

て分かりやすく説明してくれた人などとても分かりやすい発表ばかりで、自分たちの発表に取り

入れたいと思いました。とても分かりやすくていい発表でした。コミュニケーション、積極的な

行動、信頼、自己アピール、思いやり、責任感などどれもとても大切だということが分かりまし

た。（第１学年Ａ子）

今日は先輩の発表を聞いて、話す時に大事なところや体験を通して学んだところなどを知り、

メモもできたし、それを先輩に伝えることもできたのでよかった。来年は先輩から教えてもらっ

たことを生かして体験していきたいし、後輩にも伝えられればいいと思う。内容面では特に５班

の発表で仕事場の裏側を話していて、決して表舞台には出てこないけれど、その仕事を成功させ

るには欠かせなくて、それが一つでも欠ければ絶対に成り立たないということが分かった。とて

も分かりやすかった。自分もこんな発表ができたらいいと思う。 （第１学年Ｂ男）

全てのグループがアンケートをとり、そこで分かったこと学んだことを話していてテーマにつ

なげていてよかったです。しかも、ほとんどの班が実演をしていて、その中でも３班が「よい例」

「悪い例」があり、とても分かりやすかったです。アドバイスもそれぞれありとても勉強になり

ました。自分が発表する時に生かしたいと思ったのは、発表するときに自分の言葉で話したり、

発表する時には一歩進んでみたり、実演したりして具体的にイメージができるようにしていきた

い。普段からコミュニケーションができている人とできていない人がいると思うので、みんなに

「おはよう」などの声かけをして気持ちのよい朝にしたいです。 （第１学年Ｃ男）

・第１学年には第２学年の相手意識、評価意識を高めるために聞き手となるとともに、自分達の

聞く力を高めるために、課題を「先輩の発表を聞いて『内容』『話し方』について学び取ろう」

とした。生徒たちは先輩が何を伝えようとしているのかを一言一句聞き逃さないようにメモを

する姿が見られた。また、第２学年には「相手の同意が得られるように発表しよう」という課

題を提示したことで後輩への相手意識が増し、いかに説得

力のある発表ができるかということを大切にしながら行う

ことができた。

このように単元の導入の際に単元計画プリントを使って、

終末時の活動を明確にした単元指導は生徒が主体的に活動

を進めることができ、追究の場面でも課題別班を取り入れ

ることで班での意識も高くなり、仲間とよりいいプレゼン

テーションにするためにねばり強く、協力して取り組むこ

とができたと言える。



イ 理解を深めるための工夫

単元の導入時に教師がモデル提示を行うことで、プレゼンテーションが実際どんな活動なのか

を理解でき、どんなことに気を付けて発表できればいいかという方法意識・場面状況意識をもつ

ことができた。また、単元を見通し、１単位時間ごとの学習活動が明確になる学習計画プリント

を提示しておくことで生徒が主体的に取り組むことができるようになり、有効であった。

・生徒は最初、「プレゼンテーション」という活動の意味を

理解できておらず、教科書教材や便覧、資料などを読んで

みても「自分の意見を工夫して伝えればいいのかな」とい

うにあいまいな理解であった。そのため本単元では、教師

が単元の導入時に適切な題材でプレゼンテーションを示し

て生徒が単元の出口での学習活動をイメージさせた。モデ

ルプレゼンテーション時のＤ子のメモプリントである。

・間があって聞きやすい。

・みんなに聞こえる声の大きさ。

・「手を挙げて」といった投げかけなどみんなが参加でき

るようにしている。

・淡々と話すのではなく会話のような話しぶりになって

いる。

・全体を見渡す視線。

・結果→考察といった構成。

・資料→文字が大きい、円グラフが使ってある。

モデル提示は、活動をイメージしやすくしただけでなく、

話すときに必要な要素である「間の取り方」や「声の大き

さ」「抑揚」「資料の使い方」などの手本となり、その後の

練習やリハーサルの指導にも生かすことができた。

・本単元の題材は、職場体験を知らない後輩に今から取り組

んでおくとよいことを提案し、相手の同意を得ることを主

眼としている。それらの状況を知らない人に伝えるために

は、どんな内容が必要なのかということを課題別班でマッ

ピングを行った。後輩のイメージがわくように「体験場所」

「体験内容」「学んだこと」などを順番に入れることで分

かりやすくなると考えた。その際に課題別班内で必要な情

報を取捨選択しながら進めたことで内容が精選された。ま

た、絵コンテ作成の際には読み取りの学習で使った「キー

ワード化」を行うことで焦点化を図り、短く的確に伝えら

れるプレゼンテーションを作成することができた。



・学習プリントを単元の導入時に配布し、毎

時間振り返らせ、ねらいに対してどこまで

の満足度があるのかを評価させた。また、

自分の頑張ったことや１時間で分かったこ

とを記入し次への課題を明確にさせ、主体

的に取り組めるようになった。このことは、

単元の出口に向かって自己評価を高くする

生徒が多くなり意識が高くなっていったこ

とを示していると考える。

左の資料の生徒は最終時間の振り返りに

「聞き手（後輩）がしっかり聞いてくれるよ

うな工夫（目線、強調、間の取り方）をする力が付いたと思う。」と記述しており、継続した自己評価

によって、生徒の意識と意欲が連続したことが伺えた。

（２）効果的な提案のしかたを理解し、聞き手を意識した話し方を生徒が主体的に身に付けるための

指導方法の工夫改善

ア 主体的に課題追究するための導入の工夫

限られた時間の中で生徒が見通しをもって取り組むために、分刻みのタイムスケジュールを提

示したり、追究内容を確認する時間を設けたりすることは、課題解決の手がかりとなり、イメー

ジが進み有効であった。

・課題追究を自分たちの手で進めることが主体的な学びを生み出すものと考え、下記のようなフ

レーム（学習活動の見通し表）を提示することで時間をおおむねイメージさせ、活動に見通し

をもたせることを大切にした。

時間 3 8 12 40 45 50

内容 滑舌 個人練習・課題 流れ確認 交流会（14分×２班） 個人練習 振り返り

この表を活用することで、どんな学習活動が本時の中で行われるのかが明確になり、生徒の学

習活動が主体的に行われるようになった。意見を交換する場面では教科係が中心となって交流

会の運営を行い、課題解決に向けてアドバイスができるようになった。また、追究の場面に入

る前に「黙想」を位置付け、これからの活動で話し方についてアドバイスをし合うことを思い

描くことによってスムーズな課題追究を行うこともできた。これらの活動を継続して行うこと

で限られた時間の中で集中した質の高い活動を生み出すことができるようになった。

イ 生徒同士で学び合う相互評価活動の工夫

個々が自分にできていない話し方の課題点を見出し、それについて仲間同士でアドバイスし合

うことは、少しでも伝わりやすい話し方にしたいという必然があり主体的な授業になるとともに、

聞き手もその話し方を参考にして自分の発表に生かすことができて効果的であった。

・従前の授業では課題点は全体に共通した課題を用意し、その課題を解決するためにどのように

話したらよいかということを考えることが多かったが、本実践では個人の課題を克服するよう



にした。そうすることによって、自分の話し方の課題点を克服できるといった必然性が生まれ

た。さらに仲間の課題を知り、その課題も克服させるためアドバイスができるように一生懸命

に聞こうとする姿勢が生まれた。聞き手は話し手のよい点を自分に取り入れようともしていた。

本時の授業では２回の班交流と１回の個人練習を仕組むことによって自己評価カードの記録や

記述された部分を分析した。以下の結果である。

課題 学習状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

共通課題 ０名 １３名 １２名

個人課題 ３名 ２０名 ２名

ウ 日常指導の工夫

帯活動として「滑舌練習」を取り入れ、発音発声を意識していくことは、聞き手が聞き取りや

すく、提案をより効果的にするために有効であった。

・Ａ話すこと・聞くことの単元の中で発音発声の指導を継続して行っている。しかし生徒の話し

言葉を聞いていると、聞きやすい音と聞き取りにくい音とあることが分かった。特にプレゼン

テーションは音声で伝える活動なので滑舌練習を重視し、話し言葉をクリアーにしようと仕組

んだ。例えば、「あいうえお いうえおあ うえおあい えおあいう おあいうえ」といったよ

うにア行から順番に発音していくとサ行やヤ行が発音しにくいことが分かった。そこで滑舌練

習として、例えば「お綾や親にお謝り。お八重や八百屋にお謝りとお言い。」「少女シャンソン

歌手、新春シャンソンショー」といった早口言葉の練習を、教科係を中心にした。口形や調音

位置を練習するとともに、授業のスタート活動として話し方を意識することができ、その後の

活動の際にもしっかりとした発音でリハーサルに向かうことができた。

下記は第１学年の生徒にプレゼンテーションを発表した時の感想である。

わたしは今日の発表を聞いて、すごくはっきりしていると思いました。「滑舌」がとてもよく

て、分かりやすい発表だと思いました。「みなさん」の「さ」や他の言葉の「つ」「し」なども

しっかりはっきりと聞こえてきて「すごいな」と思いました。 （第１学年Ｅ子）

滑舌練習の効果を聞き手が実感したことが表れている。また、単元を振り返っての感想の部分

では個人の課題点を克服するために取り組んだＦ子の感想には次のように記述されていた。

私はこの単元を通して、家で毎日滑舌練習などをして特に滑舌を意識することができました。

でも、まだ自分は早口だし、強調される部分が早口で分からなくなってしまうということがあ

りました。だから、私は日常生活から滑舌をよくしてゆっくり話すということをしていきたい

です。 （第２学年Ｆ子）

このように、意識し続けられるような状況を作ることは、課題としている部分を少しずつ克服

する有効な手立てである。単元の中で一人一人の生徒の改善したいポイントに焦点を当て、き

め細かな指導をしていくことで聞き取りやすい発表が具現された。



・本校では各教室に右のような「話す」「聞く」に関わる

掲示がされており、全校体制で継続した指導をしている。

「話す」の目標は「分かりやすく話し、聞き手に自分の

思いを伝える。」とし、「聞く」の目標は「真剣に聴いて、

自分の考えを広め、深める。」とした。根拠や立場を明

確にしながら話すことを全教科で意識していくことは、

新学習指導要領（総則編）にあるように知識・技能の活

用など思考力・判断力・表現力等をはぐくむための言語

活動として必要なことである。話す時、聴く時に必要な

項目を挙げているので、授業中に「自分の立場をはっき

りさせて」などと具体的に指示することができたり、意

識しあったりすることができるので、大変有効であった。

今後も全教育活動を見通した言語活動を意識し、付けた

い力を明確にしながら実践を行っていきたい。


